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02049 1月30日 曇 不良 （28中京1）第5日 第1競走 1，200�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
1：10．1
1：08．7

重
重

36 フ ォ ル ス 牡3鹿 56 丸田 恭介 �ウエスタンファーム 大竹 正博 新ひだか ウエスタンファーム 490＋ 61：12．3 8．9�
59 タガノシェーヴル 牡3栗 56 北村 友一八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 434－ 21：13．15 7．7�
11 メープルパール 牝3栗 54 松山 弘平 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 418＋ 6 〃 ハナ 14．8�
24 メイショウヒナタ 牝3青鹿 54

51 ▲木幡 初也松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 木戸口牧場 456＋ 61：13．41� 10．3�
47 シルヴィーボーテ 牝3鹿 54 丸山 元気菅原 広隆氏 松永 昌博 浦河 小島牧場 456－ 21：13．5� 14．4	
35 リヴァイタライズ 牡3青鹿56 D．バルジュー �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 488－ 4 〃 アタマ 22．4


（伊）

815 チ ェ ダ ー �3栗 56 中谷 雄太四本 昭弘氏 金成 貴史 新ひだか タイヘイ牧場 468－161：13．71� 184．2�
714 トキメキユキチャン 牝3青鹿54 吉田 隼人片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 436＋ 61：13．8� 65．7�
12 レッドボルテクス 牡3栗 56

54 △�島 克駿 �東京ホースレーシング 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 B492＋10 〃 クビ 6．7
611 ビップフウマ 牡3鹿 56 幸 英明鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 532＋ 2 〃 同着 2．3�
612 ウ ィ ン デ ィ 牡3鹿 56 太宰 啓介臼倉 勲氏 田中 清隆 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 446＋121：15．07 18．7�
23 ウインプリマ 牝3栗 54 黛 弘人�ウイン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 428－ 61：15．21� 91．3�
510 シゲルオニアジ 牝3鹿 54

52 △城戸 義政森中 蕃氏 坂口 正則 浦河 三好牧場 B468± 01：15．83� 37．7�
713 ウメジマコマチ 牝3鹿 54 長岡 禎仁村田 滋氏 柄崎 孝 日高 松平牧場 414＋ 41：16．22� 362．0�
48 ディアヒラリー 牝3栗 54

52 △加藤 祥太永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 428＋ 41：16．3� 26．2�
816 ドジョウスクイ 牡3鹿 56 伊藤 工真小田切有一氏 石毛 善彦 様似 小田牧場 426＋ 81：17．04 286．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，299，800円 複勝： 25，828，200円 枠連： 8，497，500円
馬連： 30，646，000円 馬単： 17，027，800円 ワイド： 21，703，200円
3連複： 47，368，500円 3連単： 59，233，100円 計： 224，604，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 290円 � 240円 � 560円 枠 連（3－5） 2，150円

馬 連 �� 3，430円 馬 単 �� 7，250円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 2，570円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 19，120円 3 連 単 ��� 136，760円

票 数

単勝票数 計 142998 的中 � 12742（4番人気）
複勝票数 計 258282 的中 � 23867（4番人気）� 31747（2番人気）� 10546（8番人気）
枠連票数 計 84975 的中 （3－5） 3050（12番人気）
馬連票数 計 306460 的中 �� 6918（12番人気）
馬単票数 計 170278 的中 �� 1760（27番人気）
ワイド票数 計 217032 的中 �� 5049（9番人気）�� 2137（30番人気）�� 2890（21番人気）
3連複票数 計 473685 的中 ��� 1858（65番人気）
3連単票数 計 592331 的中 ��� 314（403番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．6―12．4―12．0―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．6―47．0―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フ ォ ル ス �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 More Than Ready デビュー 2015．10．18 東京2着

2013．3．31生 牡3鹿 母 ベベコリエンド 母母 Diamond Danz 3戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドジョウスクイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年2月29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10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アポロノホウリン号
（非抽選馬） 9頭 アイファーチェリー号・オリエンタルイギー号・カガフルスロットル号・ゴールデンスランバ号・

テイブルランド号・ナムラモンロー号・フュテール号・ヘッドストロング号・ラインスラッガー号
※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。

02050 1月30日 曇 不良 （28中京1）第5日 第2競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走10時20分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

23 ニシノタイタン 牡3鹿 56 原田 和真西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 高昭牧場 546± 01：55．2 3．8�
611 ティーパフォーマー 牝3黒鹿54 水口 優也深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 430＋ 2 〃 アタマ 4．3�
510 ロードレグナム 牡3青鹿 56

54 △�島 克駿 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 502＋ 41：55．41� 3．2�
47 プルシアロワイヤル 牝3鹿 54 横山 和生�ミルファーム 小野 次郎 新ひだか 小河 豊水 432－ 21：55．61� 26．1�
48 ウインウェルス 牡3栗 56 花田 大昂�ウイン 吉田 直弘 浦河 高野牧場 502± 01：55．92 8．4	
816 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 472＋ 21：56．32� 10．0

35 スクリューネイバー 牡3芦 56

53 ▲三津谷隼人松元 保氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 496＋ 61：56．4クビ 18．1�
12 ウインマッキンリー 牡3栗 56

54 △伴 啓太�ウイン 金成 貴史 新冠 コスモヴューファーム 486－ 21：56．82� 44．4�
36 タマモワッショイ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 454－ 41：57．22� 21．7
612 ケンブリッジエス 牡3栗 56 藤懸 貴志中西 宏彰氏 山内 研二 新冠 川上牧場 452－ 81：57．52 80．5�
815 スリーサンレーザー 牝3黒鹿54 中井 裕二永井商事� 目野 哲也 浦河 辻 牧場 492－121：57．92� 75．9�
714 アズミノニフクカゼ 牡3栗 56 長岡 禎仁芳賀 克也氏 中野 栄治 浦河 アイオイファーム 466－ 31：58．0クビ 85．7�
713 リネンジェット 牡3青鹿56 小野寺祐太戸山 光男氏 和田 雄二 日高 前川 義則 480－ 41：58．31� 186．6�
11 サンケネット 牝3青鹿54 嶋田 純次加藤 信之氏 伊藤 伸一 浦河 浦河育成牧場 446± 01：58．62 70．2�
59 サンプライス 牝3青鹿54 平野 優加藤 信之氏 千田 輝彦 浦河 山田牧場 460＋ 21：58．92 57．6�

（15頭）
24 カレンコマンドール 牡3鹿 56

54 △加藤 祥太鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 12，858，100円 複勝： 15，221，300円 枠連： 7，826，100円
馬連： 23，211，400円 馬単： 13，081，400円 ワイド： 15，610，000円
3連複： 30，346，400円 3連単： 42，228，500円 計： 160，383，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 140円 � 130円 枠 連（2－6） 800円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 380円 �� 300円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 4，480円

票 数

単勝票数 計 128581 的中 � 26591（2番人気）
複勝票数 計 152213 的中 � 26930（2番人気）� 26827（3番人気）� 31196（1番人気）
枠連票数 計 78261 的中 （2－6） 7489（3番人気）
馬連票数 計 232114 的中 �� 18292（3番人気）
馬単票数 計 130814 的中 �� 6175（3番人気）
ワイド票数 計 156100 的中 �� 9819（3番人気）�� 13349（2番人気）�� 14709（1番人気）
3連複票数 計 303464 的中 ��� 21055（1番人気）
3連単票数 計 422285 的中 ��� 6820（2番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―13．7―13．3―12．6―12．9―13．2―12．2―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―37．6―50．9―1：03．5―1：16．4―1：29．6―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニシノタイタン �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 Silver Charm デビュー 2015．10．12 東京9着

2013．3．30生 牡3鹿 母 ソシアルチャーム 母母 プリスティン 6戦1勝 賞金 8，500，000円
〔出走取消〕 カレンコマンドール号は，事故のため出走取消。
※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 タイセイフラム号

第１回 中京競馬 第５日



02051 1月30日 曇 不良 （28中京1）第5日 第3競走 1，400�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
1：21．9
1：21．5

良
不良

714 リヴァイバル 牝3栗 54 菱田 裕二杉山 忠国氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 496－ 81：25．7 6．6�
36 クリノセゴビア 牝3黒鹿54 田中 健栗本 博晴氏 川村 禎彦 様似 様似渡辺牧場 452＋ 21：26．12� 3．2�
48 フジクイーン 牝3栗 54

52 △�島 克駿平口 信行氏 加用 正 浦河 笹島 智則 468－101：26．84 4．7�
611 セトノチーター 牝3栗 54 幸 英明難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 448＋ 41：26．9� 7．5�
815 マルクデラポム 牝3青鹿54 川島 信二三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 昭和牧場 474± 01：27．0� 4．6�
23 タマモブレスレット 牝3黒鹿54 藤岡 康太タマモ� 藤沢 則雄 日高 スマイルファーム 426－ 81：27．31� 16．2	
12 ブルーネビュラ 牝3鹿 54 横山 和生 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 新ひだか 加野牧場 446－ 4 〃 クビ 33．6

11 テイエムオールマル 牝3栗 54

52 △加藤 祥太竹園 正繼氏 奥村 豊 浦河 室田 千秋 406＋ 41：27．4� 71．4�
24 ピッコラストレーガ 牝3黒鹿54 吉田 隼人吉田 照哉氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 432－ 21：27．5� 67．5�
816 ダンツチェック 牝3鹿 54 松山 弘平山元 哲二氏 山内 研二 新冠 中本 隆志 490＋ 21：27．6� 25．9
47 アレルキナーダ 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼服部 統祥氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 496－ 61：27．7� 148．5�
612 シャインアウト 牝3黒鹿54 藤懸 貴志�下河辺牧場 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 424－ 61：27．9� 148．3�
35 タガノティアラ 牝3鹿 54 田中 博康八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460± 01：28．85 133．1�
713 オールフォーユー 牝3鹿 54 川須 栄彦飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 434＋101：29．65 34．5�
59 コスモプルート 牝3栗 54 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 412－ 4 〃 ハナ 200．1�
510 クラウンボルチモア 牝3鹿 54 丸田 恭介�クラウン 松永 康利 新冠 カミイスタット 422＋ 21：29．91� 48．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，189，500円 複勝： 21，971，000円 枠連： 8，070，800円
馬連： 30，862，800円 馬単： 16，368，100円 ワイド： 18，904，500円
3連複： 41，759，000円 3連単： 55，358，500円 計： 209，484，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 170円 � 130円 � 160円 枠 連（3－7） 940円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 2，090円

ワ イ ド �� 420円 �� 770円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，770円 3 連 単 ��� 11，590円

票 数

単勝票数 計 161895 的中 � 19466（4番人気）
複勝票数 計 219710 的中 � 30441（4番人気）� 48549（1番人気）� 33755（2番人気）
枠連票数 計 80708 的中 （3－7） 6650（4番人気）
馬連票数 計 308628 的中 �� 20239（3番人気）
馬単票数 計 163681 的中 �� 5861（4番人気）
ワイド票数 計 189045 的中 �� 11795（3番人気）�� 5841（8番人気）�� 13977（2番人気）
3連複票数 計 417590 的中 ��� 17645（4番人気）
3連単票数 計 553585 的中 ��� 3461（25番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．5―12．9―13．1―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．5―35．0―47．9―1：01．0―1：13．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リヴァイバル �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．7．5 中京9着

2013．1．17生 牝3栗 母 ショウナンアクト 母母 ゴールデンページ 4戦1勝 賞金 6，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ワタシニマカセテ号
（非抽選馬） 2頭 フィオレンツァ号・レーヴドミカ号

02052 1月30日 曇 不良 （28中京1）第5日 第4競走 1，900�サラブレッド系4歳以上
発走11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
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

33 � エルドリッジ 牡6青鹿57 黛 弘人一村 哲也氏 高木 登 むかわ 桑原牧場 524± 01：59．4 2．4�
78 サトノメダリスト 牡4黒鹿56 松田 大作里見 治氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 522＋ 2 〃 ハナ 4．8�
79 アグリッパーバイオ 牡5黒鹿57 F．ヴェロンバイオ� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 458＋102：00．67 10．3�

（仏）

66 セプテントリオ �6黒鹿57 勝浦 正樹 �社台レースホース中舘 英二 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 492－ 22：00．81� 58．1�

811 レ レ オ ー ネ 牡4鹿 56 北村 友一 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 492＋18 〃 ハナ 3．2	
810 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 508＋ 42：00．9クビ 22．7

67 � クリノロッキー 牡6栗 57

54 ▲木幡 初也栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 ヤナガワ牧場 510＋ 42：01．11� 18．6�
11 � スズカレビン 牡5鹿 57

54 ▲三津谷隼人永井 啓弍氏 目野 哲也 洞�湖 レイクヴィラファーム 488＋ 52：01．2� 89．3�
44 � アイハヴアドリーム �5青 57 石橋 脩馬場 幸夫氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム B532＋ 8 〃 ハナ 80．3
55 オアフライダー 牡6鹿 57 吉田 隼人 Him Rock Racing 和田 雄二 日高 タバタファーム B492－ 2 〃 ハナ 27．7�
22 マコトグランドゥ 牡4栗 56 荻野 琢真�ディアマント 宮本 博 日高 白井牧場 482＋ 22：01．84 16．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 17，585，700円 複勝： 31，681，000円 枠連： 8，511，200円
馬連： 29，266，100円 馬単： 20，520，700円 ワイド： 19，389，600円
3連複： 41，322，900円 3連単： 71，742，600円 計： 240，019，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 160円 � 240円 枠 連（3－7） 410円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 220円 �� 470円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 2，430円 3 連 単 ��� 6，500円

票 数

単勝票数 計 175857 的中 � 57022（1番人気）
複勝票数 計 316810 的中 � 151029（1番人気）� 34034（3番人気）� 17988（5番人気）
枠連票数 計 85112 的中 （3－7） 15878（2番人気）
馬連票数 計 292661 的中 �� 37758（2番人気）
馬単票数 計 205207 的中 �� 15974（3番人気）
ワイド票数 計 193896 的中 �� 27702（2番人気）�� 9986（5番人気）�� 3334（16番人気）
3連複票数 計 413229 的中 ��� 12731（8番人気）
3連単票数 計 717426 的中 ��� 7997（14番人気）

ハロンタイム 7．3―11．8―12．1―13．6―13．0―12．5―12．5―12．7―11．7―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―19．1―31．2―44．8―57．8―1：10．3―1：22．8―1：35．5―1：47．2

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

�エルドリッジ �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 チーフベアハート

2010．3．26生 牡6青鹿 母 グレイスフルハート 母母 ローブモンタント 23戦1勝 賞金 36，998，000円
初出走 JRA

※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。



02053 1月30日 曇 不良 （28中京1）第5日 第5競走 1，400�サラブレッド系3歳
発走12時10分 （芝・左）

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

中央レコード
1：20．0
1：19．0

良
良

59 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± 01：25．1 3．8�
（仏）

36 ジ ュ ラ ー レ 牝3鹿 54 丸田 恭介 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 日吉 正和 新ひだか 松田牧場 416－ 81：25．31� 71．9�

11 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 426－ 21：25．51� 3．3�
818 ゴーフォワード 牡3鹿 56

54 △�島 克駿前田 剛氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 460－ 2 〃 クビ 9．1�
47 マイネルロミオ 牡3青鹿56 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 日高 賀張中川牧場 472－201：25．6クビ 40．9�
48 コウザンベル 牡3青鹿56 熊沢 重文山下 良子氏 湯窪 幸雄 新ひだか 沖田 忠幸 466－ 2 〃 クビ 39．3	
24 コイスルキセキ 牝3鹿 54 松山 弘平 
キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム 454± 01：25．91� 5．8�
612 ナノセカンド 牡3青鹿56 高倉 稜近藤 克麿氏 宮本 博 日高 シンボリ牧場 440－ 41：26．43 10．0�
713 ストーリーライター 牝3鹿 54 荻野 琢真スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 坂本 智広 422－ 8 〃 クビ 138．9
611 ナ ヴ ラ ト リ 牝3青鹿 54

52 △加藤 祥太田上 雅春氏 奥村 豊 新ひだか 岡田スタツド 426＋ 2 〃 ハナ 17．6�
35 パテティーク 牝3鹿 54 石橋 脩 
ビッグレッドファーム 栗田 徹 新冠 ビッグレッドファーム 426－121：26．61� 24．4�
23 ヤマニンゲイナー 牡3青鹿56 田中 博康土井 肇氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 442＋ 21：26．92 76．4�
817 ダイメイプリンセス 牝3黒鹿54 菱田 裕二宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 496＋ 81：27．0クビ 35．7�
12 コイハオヤスミ 牝3栗 54 川島 信二小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 420－ 41：27．31� 221．8�
510 リュクスプレスト 牝3栗 54 D．バルジュー 田畑 憲士氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 402－ 4 〃 クビ 177．0�

（伊）

715 マイネルアーベント 牡3鹿 56 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 飯田 雄三 日高 アイズスタッド株式会社 500＋101：27．83 79．1�

714 コパハマッテルゼ 牡3栗 56
54 △伴 啓太小林 祥晃氏 菊沢 隆徳 新冠 川島牧場 436－ 41：28．01� 182．9�

816 スターストリーム 牝3黒鹿 54
53 ☆岩崎 翼 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 432－ 61：29．27 12．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 21，265，100円 複勝： 28，197，700円 枠連： 13，508，100円
馬連： 36，911，300円 馬単： 19，474，000円 ワイド： 26，082，700円
3連複： 57，461，600円 3連単： 69，563，900円 計： 272，464，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 1，190円 � 150円 枠 連（3－5） 3，690円

馬 連 �� 16，650円 馬 単 �� 22，160円

ワ イ ド �� 4，580円 �� 260円 �� 4，960円

3 連 複 ��� 14，590円 3 連 単 ��� 92，360円

票 数

単勝票数 計 212651 的中 � 44391（2番人気）
複勝票数 計 281977 的中 � 53539（2番人気）� 3967（13番人気）� 58266（1番人気）
枠連票数 計 135081 的中 （3－5） 2834（12番人気）
馬連票数 計 369113 的中 �� 1718（45番人気）
馬単票数 計 194740 的中 �� 659（64番人気）
ワイド票数 計 260827 的中 �� 1299（43番人気）�� 31479（1番人気）�� 1198（46番人気）
3連複票数 計 574616 的中 ��� 2953（38番人気）
3連単票数 計 695639 的中 ��� 546（266番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．0―35．4―47．7―59．9―1：12．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F37．4
3 1，16（5，9）（6，7）（8，18）－（4，15，17）2，12，13－（10，14，11）－3 4 1（6，7，16）（5，9）8（4，18）－（15，17）（2，12）－10（14，13）11－3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

オウケンビリーヴ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．10．10 京都2着

2013．1．25生 牝3芦 母 ビスクドール 母母 フェアリードール 4戦1勝 賞金 10，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スターストリーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年2月29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 サンキュー号
※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。

02054 1月30日 曇 不良 （28中京1）第5日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走12時40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
1：32．8
1：30．7

良
良

23 カネトシブレス 牝3鹿 54
52 △城戸 義政兼松 昌男氏 田中 章博 新冠 武田 寛治 426 ―1：39．9 7．2�

12 アグネスリバティ 牡3黒鹿 56
53 ▲三津谷隼人渡辺公美子氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 472 ― 〃 アタマ 50．7�

48 アグネスプレジール 牝3栗 54
53 ☆岩崎 翼渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 500 ―1：40．32� 13．0�

36 ヴェリタスフェスタ �3栗 56 高倉 稜松本 肇氏 佐藤 正雄 新冠 村上 雅規 448 ― 〃 クビ 44．0�
59 メイショウメリリー 牝3黒鹿54 田中 健松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 磯野牧場 452 ―1：41．36 68．5�
47 ディバインブレス 牝3鹿 54 北村 友一橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 田中スタッド 434 ― 〃 クビ 10．6�
510 メイショウレクセラ 牝3鹿 54 F．ヴェロン松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 456 ― 〃 ハナ 5．2	

（仏）

24 ライブリシュナイト 牡3鹿 56 田中 博康加藤 哲郎氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 482 ―1：41．4クビ 5．6

35 ピンクノオウマサン 牝3芦 54

52 △加藤 祥太石川 幸司氏 牧浦 充徳 様似 猿倉牧場 414 ―1：41．5� 17．3�
713 カスミポップコーン 牡3芦 56 川須 栄彦吉田 勝利氏 高橋 裕 新冠 村上 欽哉 490 ―1：41．81� 8．9�
612 ファラオカズマ 牡3栗 56 幸 英明雅苑興業 西浦 勝一 日高 天羽牧場 448 ―1：42．22� 6．0�
11 シルバーパゴダ 牝3黒鹿54 長岡 禎仁吉田 和美氏 竹内 正洋 安平 ノーザンファーム 366 ―1：42．51� 113．6�
815 アルーリングハート 牝3栗 54 �島 良太吉田 和子氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466 ― 〃 ハナ 11．5�
611 ミ ラ ボ ー 牝3鹿 54

52 △伴 啓太髙嶋 航氏 牧 光二 浦河 有限会社
吉田ファーム 432 ―1：42．6� 40．3�

714 ドルンベルガー 牡3鹿 56 勝浦 正樹 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 平取 協栄組合 510 ―1：44．19 16．2�
（15頭）

816 エテルナミノル 牝3黒鹿54 石橋 脩吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 15，209，200円 複勝： 18，625，200円 枠連： 11，094，300円
馬連： 24，022，300円 馬単： 13，091，600円 ワイド： 15，924，500円
3連複： 33，264，000円 3連単： 41，973，500円 計： 173，204，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 320円 � 1，350円 � 460円 枠 連（1－2） 6，530円

馬 連 �� 16，140円 馬 単 �� 27，350円

ワ イ ド �� 5，080円 �� 1，960円 �� 5，620円

3 連 複 ��� 52，300円 3 連 単 ��� 266，930円

票 数

単勝票数 差引計 152092（返還計 193） 的中 � 16790（4番人気）
複勝票数 差引計 186252（返還計 504） 的中 � 16820（5番人気）� 3245（13番人気）� 10866（9番人気）
枠連票数 差引計 110943（返還計 5 ） 的中 （1－2） 1315（23番人気）
馬連票数 差引計 240223（返還計 1795） 的中 �� 1153（55番人気）
馬単票数 差引計 130916（返還計 996） 的中 �� 359（103番人気）
ワイド票数 差引計 159245（返還計 861） 的中 �� 802（56番人気）�� 2134（26番人気）�� 724（61番人気）
3連複票数 差引計 332640（返還計 2955） 的中 ��� 477（180番人気）
3連単票数 差引計 419735（返還計 5022） 的中 ��� 114（940番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．3―36．6―49．1―1：02．3―1：15．0―1：26．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F50．8―3F37．6

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

勝馬の
紹 介

カネトシブレス �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 ジャングルポケット 初出走

2013．4．5生 牝3鹿 母 カネトシレジアス 母母 アフタヌーンブレス 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔出走取消〕 エテルナミノル号は，事故のため出走取消。
〔発走状況〕 アグネスリバティ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔制裁〕 エテルナミノル号の調教師本田優は，業務上の注意義務を怠り（出走予定日の前日に治療を受けた），出走取消となった

ことについて過怠金30，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の21頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）21頭 イルミナーレ号・ウォーターサルーン号・エイシンピカソ号・カイシュウキリシマ号・クリノプラハ号・

コウイッテン号・ゴルディオン号・ジェットバローズ号・ジュビレーション号・スエツムハナ号・
ソロモンノユビワ号・ダノンハナフブキ号・ツムギ号・デウスペルナス号・ニシノケイバー号・ハンナ号・
メイショウバンダイ号・ラフォンテロッソ号・レッドミモザ号・ロゼリーナ号・ロードブレイド号

※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。



02055 1月30日 曇 不良 （28中京1）第5日 第7競走 1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時10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

47 マコトカンパネッロ 牝4栗 54 藤岡 康太�ディアマント 岩戸 孝樹 様似 出口 繁夫 448＋ 21：24．7 18．5�
36 レディゴーラウンド 牝4芦 54 宮崎 北斗 �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 456＋ 4 〃 クビ 57．6�
611 クイーンズターフ 牝4青鹿54 松山 弘平合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 454－ 6 〃 ハナ 2．6�
59 モズマッテタワ 牝6黒鹿55 D．バルジュー �キャピタル・システム 牧浦 充徳 浦河 山口 義彦 492＋ 21：24．8� 15．3�

（伊）

35 ベルディーヴァ 牝4栗 54
52 △�島 克駿 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 480± 01：25．0� 3．2	

815 オールオブナイト 牝5黒鹿55 松田 大作市川義美ホール
ディングス� 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 434－ 4 〃 クビ 7．5


48 アスタキサンチン 牝4栗 54 川須 栄彦三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 小葉松 幸雄 B456－ 41：25．1クビ 14．2�
510 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 480＋ 2 〃 クビ 7．0�
24 � カ ク シ ア ジ 牝5鹿 55

53 △城戸 義政栗本 博晴氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 434－141：25．2クビ 83．8
11 スズカプリティー 牝5鹿 55 中谷 雄太永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B458－141：25．94 117．1�
714� クラウンエンジェル 牝4青鹿54 丸田 恭介矢野まり子氏 松永 康利 浦河 山田 昇史 434－ 21：26．21� 150．3�
713� エスケイミネルバ 牝4青 54 太宰 啓介服部 新平氏 坪 憲章 浦河 �川フアーム 458± 01：26．41� 241．0�
12 � トリンカファイブ 牝4鹿 54 幸 英明�ターフ・スポート西浦 勝一 浦河 高昭牧場 428－181：26．82� 24．1�
612 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 476＋ 41：27．11� 213．1�
23 � 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 386－ 21：27．84 197．4�
816� ホホエムオンナ 牝4鹿 54 丸山 元気�大北牧場 浅野洋一郎 浦河 大北牧場 430－111：28．22� 152．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，795，400円 複勝： 24，783，400円 枠連： 11，033，100円
馬連： 33，597，900円 馬単： 18，171，600円 ワイド： 21，219，700円
3連複： 46，385，900円 3連単： 66，358，500円 計： 241，345，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，850円 複 勝 � 350円 � 810円 � 150円 枠 連（3－4） 1，370円

馬 連 �� 25，180円 馬 単 �� 58，740円

ワ イ ド �� 6，310円 �� 850円 �� 2，870円

3 連 複 ��� 29，110円 3 連 単 ��� 239，350円

票 数

単勝票数 計 197954 的中 � 8558（7番人気）
複勝票数 計 247834 的中 � 15752（7番人気）� 6015（9番人気）� 60880（1番人気）
枠連票数 計 110331 的中 （3－4） 6225（5番人気）
馬連票数 計 335979 的中 �� 1034（40番人気）
馬単票数 計 181716 的中 �� 232（89番人気）
ワイド票数 計 212197 的中 �� 839（40番人気）�� 6756（7番人気）�� 1875（28番人気）
3連複票数 計 463859 的中 ��� 1195（69番人気）
3連単票数 計 663585 的中 ��� 201（484番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―34．8―46．9―59．5―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マコトカンパネッロ �
�
父 デュランダル �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．6．28 函館3着

2012．5．17生 牝4栗 母 マコトコーラン 母母 ビットオブフェイス 19戦2勝 賞金 18，290，000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。

02056 1月30日 曇 不良 （28中京1）第5日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時40分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000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

68 デグニティクローズ 牡5鹿 57 石橋 脩�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社
ノースヒルズ 532－ 81：51．2 5．8�

710� アースコネクター 牡5栗 57 中谷 雄太 �グリーンファーム和田 正道 米
FEM Management
Corporation & Jim
FitzGerald

B506＋ 4 〃 クビ 2．6�
57 キ ー タ イ プ 牡4栗 56 勝浦 正樹北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 高瀬 敦 444± 01：52．15 6．1�
711 スマイルフォース 牡4鹿 56 松山 弘平上茶谷 一氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 454＋ 21：52．73� 16．5�
22 アドマイヤカロ 牡5栗 57 藤岡 康太近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 534＋121：52．8� 19．3�
812�	 アメリカンストーム 牡4栗 56 松田 大作吉澤 克己氏 相沢 郁 米 Reiko Baum &

Michael Baum 538＋ 6 〃 クビ 23．5	
813 タイムアラウド 牡6鹿 57 D．バルジュー 
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± 01：53．22� 8．7�
（伊）

11 ノーブルクリスタル 牡4鹿 56 横山 和生吉木 伸彦氏 水野 貴広 洞
湖 レイクヴィラファーム 476＋ 21：53．62� 81．6�
44 キタサンキンボシ 牡5栗 57 荻野 琢真
大野商事 梅田 智之 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 486－ 21：53．7� 12．9
56 クラウンリバティー 牡4鹿 56

53 ▲木幡 初也矢野 恭裕氏 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 508± 01：54．55 206．4�
45 ラ ミ ー ロ 牡4栗 56 黛 弘人門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか 原口牧場 484＋ 2 〃 ハナ 100．6�
33 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 482－ 2 〃 アタマ 7．0�

（仏）

69 	 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 474－ 4 （競走中止） 57．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 19，041，100円 複勝： 24，605，700円 枠連： 10，330，600円
馬連： 33，333，100円 馬単： 19，353，700円 ワイド： 21，695，100円
3連複： 41，472，400円 3連単： 64，548，200円 計： 234，379，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 180円 � 130円 � 170円 枠 連（6－7） 480円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 310円 �� 570円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，430円 3 連 単 ��� 8，800円

票 数

単勝票数 計 190411 的中 � 25950（2番人気）
複勝票数 計 246057 的中 � 33023（3番人気）� 55416（1番人気）� 33461（2番人気）
枠連票数 計 103306 的中 （6－7） 16349（1番人気）
馬連票数 計 333331 的中 �� 33619（1番人気）
馬単票数 計 193537 的中 �� 8320（5番人気）
ワイド票数 計 216951 的中 �� 18742（2番人気）�� 8983（5番人気）�� 17815（3番人気）
3連複票数 計 414724 的中 ��� 21602（1番人気）
3連単票数 計 645482 的中 ��� 5312（14番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―13．2―13．1―12．2―12．1―12．0―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―37．6―50．7―1：02．9―1：15．0―1：27．0―1：38．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デグニティクローズ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．8．24 新潟10着

2011．5．2生 牡5鹿 母 ドレスコード 母母 ハートリーフⅡ 24戦3勝 賞金 31，602，000円
〔競走中止〕 ホッコーペリノア号は，競走中に疾病〔右第1趾骨粉砕骨折〕を発症したため向正面で競走中止。
※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。



02057 1月30日 曇 不良 （28中京1）第5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

510 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 470＋ 21：24．2 3．7�

48 ツーエムマイスター 牡4黒鹿56 北村 友一水谷 昌晃氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 458＋22 〃 クビ 12．1�
815 メイショウカイモン �5鹿 57 熊沢 重文松本 好雄氏 小島 太 浦河 本巣 敦 476＋ 4 〃 アタマ 144．7�
23 � スズカプリオール 牡5鹿 57 丸田 恭介永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B494± 01：24．3� 68．5�
59 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 510－ 61：24．4クビ 1．9�
714 モントルルシュマン 牡4鹿 56 荻野 琢真藤井 亮輔氏 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 460＋ 2 〃 アタマ 30．7	
36 コンクエストシチー 牡4栗 56 太宰 啓介 
友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 474＋ 4 〃 アタマ 29．2�
612 キタサンコンサート 牡4芦 56 �島 良太�大野商事 昆 貢 新ひだか 藤川フアーム 488± 0 〃 ハナ 12．5�
35 � ジャズコンボ 牡5栗 57 中谷 雄太礒川 正明氏 西村 真幸 新冠 平山牧場 452－ 6 〃 ハナ 176．1
12 � パトロクロス 牡6栗 57 丸山 元気村野 康司氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 41：24．6� 14．7�
47 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 508－ 4 〃 クビ 10．9�
713 ブルーガーディアン 牡4黒鹿56 田中 博康 
ブルーマネジメント石橋 守 新ひだか 加野牧場 486＋ 41：24．81� 33．9�
11 キリシマツバサ 牡4黒鹿56 松田 大作土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 484＋ 21：25．22� 121．1�
816 ユキノマルガリータ 牝6鹿 55 菱田 裕二井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 468＋ 41：25．73 115．1�
24 � マイティディーバ 牝4黒鹿54 吉田 隼人古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 420＋ 21：26．44 75．0�
611� ハイイノベーション 牡4栗 56

54 △�島 克駿服部 新平氏 坪 憲章 浦河 �川フアーム 462＋ 71：26．61	 167．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，057，500円 複勝： 52，267，700円 枠連： 14，926，700円
馬連： 47，383，600円 馬単： 30，246，100円 ワイド： 29，443，800円
3連複： 66，632，900円 3連単： 115，272，700円 計： 378，231，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 210円 � 600円 � 5，430円 枠 連（4－5） 440円

馬 連 �� 3，520円 馬 単 �� 6，120円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 11，520円 �� 33，400円

3 連 複 ��� 246，180円 3 連 単 ��� 746，180円

票 数

単勝票数 計 220575 的中 � 46846（2番人気）
複勝票数 計 522677 的中 � 81062（2番人気）� 21075（6番人気）� 2084（15番人気）
枠連票数 計 149267 的中 （4－5） 25717（2番人気）
馬連票数 計 473836 的中 �� 10411（11番人気）
馬単票数 計 302461 的中 �� 3702（19番人気）
ワイド票数 計 294438 的中 �� 7198（9番人気）�� 646（59番人気）�� 222（98番人気）
3連複票数 計 666329 的中 ��� 203（236番人気）
3連単票数 計1152727 的中 ��� 112（895番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．5―12．0―12．1―12．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―35．0―47．0―59．1―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイファーサンディ �
�
父 エイシンサンディ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2014．10．4 阪神4着

2012．2．14生 牡4鹿 母 エ フ シ ア 母母 クリサンテーム 21戦2勝 賞金 23，657，000円

02058 1月30日 曇 重 （28中京1）第5日 第10競走 2，200�
か な や ま

金 山 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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．5
2：10．0

良
良

77 メイショウヤマホコ 牡6黒鹿57 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 天羽牧場 464－ 62：21．0 6．9�
55 フロリダパンサー 牡5青鹿57 高倉 稜吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 494＋ 42：21．32 9．8�
78 アグネスマクシム 牝4栗 54 丸田 恭介渡辺公美子氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム 440－ 62：21．51 15．0�
44 スズカステイボーイ 牡4鹿 56 F．ヴェロン永井 啓弍氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 B438± 02：21．82 4．7�

（仏）

810� スリーヴェローチェ 牡7鹿 57 田中 博康永井商事� 石橋 守 新ひだか 武 牧場 474＋ 22：22．01 27．9�
22 コアプライド 牡4鹿 56 藤岡 康太前田 幸治氏 和田 正道 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508－ 22：22．1クビ 5．5	
66 � モンテエクリプス �7鹿 57 �島 克駿毛利 喜昭氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 462＋ 8 〃 クビ 28．5

11 レッドファルダ 牡4栗 56 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 友道 康夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 526＋142：22．2クビ 5．9�
33 トウキョウタフガイ 牡5鹿 57 菱田 裕二市川義美ホール

ディングス� 松田 博資 安平 追分ファーム 470－ 6 〃 ハナ 3．5�
89 サトノファンタス 牡4鹿 56 D．バルジュー 里見 治氏 鹿戸 雄一 新ひだか 服部 牧場 426± 02：22．41� 43．1

（伊）

（10頭）

売 得 金
単勝： 23，837，300円 複勝： 35，987，900円 枠連： 12，483，300円
馬連： 50，766，500円 馬単： 28，100，800円 ワイド： 28，410，600円
3連複： 68，417，500円 3連単： 117，737，600円 計： 365，741，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 240円 � 400円 � 400円 枠 連（5－7） 2，570円

馬 連 �� 2，880円 馬 単 �� 5，540円

ワ イ ド �� 930円 �� 1，280円 �� 2，450円

3 連 複 ��� 14，720円 3 連 単 ��� 78，090円

票 数

単勝票数 計 238373 的中 � 27542（5番人気）
複勝票数 計 359879 的中 � 43406（5番人気）� 22047（7番人気）� 22496（6番人気）
枠連票数 計 124833 的中 （5－7） 3750（12番人気）
馬連票数 計 507665 的中 �� 13650（14番人気）
馬単票数 計 281008 的中 �� 3801（27番人気）
ワイド票数 計 284106 的中 �� 8028（13番人気）�� 5736（19番人気）�� 2903（32番人気）
3連複票数 計 684175 的中 ��� 3485（53番人気）
3連単票数 計1177376 的中 ��� 1093（278番人気）

ハロンタイム 13．8―12．6―13．2―14．0―13．0―12．7―12．8―12．5―12．4―11．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．8―26．4―39．6―53．6―1：06．6―1：19．3―1：32．1―1：44．6―1：57．0―2：08．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウヤマホコ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．1．5 京都1着

2010．4．14生 牡6黒鹿 母 ナリタフローラ 母母 ナリタレッドバード 20戦2勝 賞金 29，566，000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。



02059 1月30日 曇 不良 （28中京1）第5日 第11競走 ��1，400�
い ら ご

伊 良 湖 特 別
発走15時25分 （ダート・左）
4歳以上，1，000万円以下，27．1．31以降28．1．24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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

815 ハラペーニョペパー 牝4芦 52 �島 克駿 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 496－ 21：23．3 9．4�
12 ゴールドスーク 牡5栗 55 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± 0 〃 ハナ 5．8�
24 シュテルングランツ 牡5黒鹿56 F．ヴェロン �グリーンファーム須貝 尚介 千歳 社台ファーム B482－ 21：23．51� 4．9�

（仏）

48 ロゼッタストーン 牡7鹿 53 中谷 雄太太田珠々子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 464－ 4 〃 ハナ 49．0�
35 コ コ 牝4芦 52 加藤 祥太副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 520＋ 41：23．6クビ 23．4	
59 アイアムナチュラル 牡5鹿 54 菱田 裕二堀 紘一氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 532＋ 41：23．7� 12．4

611 キタサンウンゲツ 牡5鹿 54 松山 弘平�大野商事 橋口弘次郎 新ひだか 木田 祐博 522± 0 〃 クビ 11．9�
510� スズカアーサー 牡7鹿 55 丸田 恭介永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 492± 0 〃 ハナ 13．7�
47 グレイスフルデイズ 	6芦 54 石橋 脩 �グリーンファーム西園 正都 千歳 社台ファーム 496± 01：23．8クビ 63．0
36 ショウナンワダチ 牡5芦 56 勝浦 正樹国本 哲秀氏 大竹 正博 新ひだか 静内フアーム 490＋ 61：23．9� 25．9�
714 ウインオリファン 牡4栗 55 丸山 元気�ウイン 上原 博之 日高 千葉飯田牧場 B492＋ 6 〃 ハナ 4．5�
612 メイショウホウトウ 牡5青鹿54 幸 英明松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 492－ 21：24．21
 24．8�
23 マルカメテオ 牡4栗 54 川須 栄彦日下部 猛氏 羽月 友彦 千歳 社台ファーム 484± 01：24．3
 23．4�
11 キーブランド 牡7鹿 54 高倉 稜北前孔一郎氏 宮 徹 日高 田中 元寿 516－ 4 〃 アタマ 34．5�
713 シ ュ ウ ギ ン 牝6鹿 52 吉田 隼人山住 勲氏 高木 登 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 454－ 21：24．4� 44．8�
816� アドマイヤシャドウ 牡7鹿 54 北村 友一近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 494＋ 41：24．93 15．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，794，000円 複勝： 69，774，500円 枠連： 40，138，300円
馬連： 162，869，600円 馬単： 65，694，100円 ワイド： 78，372，400円
3連複： 244，752，600円 3連単： 320，851，100円 計： 1，025，246，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 330円 � 200円 � 200円 枠 連（1－8） 1，870円

馬 連 �� 3，390円 馬 単 �� 7，080円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 1，390円 �� 670円

3 連 複 ��� 5，600円 3 連 単 ��� 41，110円

票 数

単勝票数 計 427940 的中 � 36275（4番人気）
複勝票数 計 697745 的中 � 47514（7番人気）� 97353（3番人気）� 98252（2番人気）
枠連票数 計 401383 的中 （1－8） 16581（10番人気）
馬連票数 計1628696 的中 �� 37176（10番人気）
馬単票数 計 656941 的中 �� 6950（21番人気）
ワイド票数 計 783724 的中 �� 15133（12番人気）�� 14166（15番人気）�� 31441（3番人気）
3連複票数 計2447526 的中 ��� 32748（8番人気）
3連単票数 計3208511 的中 ��� 5658（87番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．3―11．7―12．0―12．2―13．0

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハラペーニョペパー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Unbridled デビュー 2014．8．23 札幌10着

2012．3．4生 牝4芦 母 レッドチリペッパー 母母 Raise a Carter 8戦3勝 賞金 29，999，000円
※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 サンタナブルー号・シーリーヴェール号・ビッグギグ号・ヒラボクダッシュ号・ランドスター号
※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。

02060 1月30日 曇 重 （28中京1）第5日 第12競走 ��1，600�
く ら が い け

鞍 ケ 池 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 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

46 アルパーシャン 牡4栗 56 太宰 啓介�エーティー 昆 貢 新ひだか 武 牧場 460＋ 21：37．5 2．4�
711 ブラックバード 牡4鹿 56 �島 克駿 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 468－ 21：38．24 28．8�
813 ガルデルスリール 牝5鹿 55 藤岡 康太吉田 勝己氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 478－ 21：38．41� 6．8�
610 サトノスティング 牡5青鹿57 石橋 脩里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム 464＋ 6 〃 クビ 7．4�
34 ジョーウォルター 牡5鹿 57 加藤 祥太上田けい子氏 清水 久詞 浦河 斉藤 政志 470－ 21：38．5クビ 15．1�
33 ラ ク ア ミ 牝4栗 54 松山 弘平西浦 和男氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B454－ 2 〃 クビ 8．5	
11 ペガサスボス 牡4黒鹿56 D．バルジュー �天羽牧場 矢作 芳人 日高 天羽牧場 520＋241：38．6クビ 6．3


（伊）

69 ホッコータフネス 牡5鹿 57 幸 英明矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 458＋ 2 〃 アタマ 112．8�
814 キングナポレオン �5黒鹿57 F．ヴェロン田畑 利彦氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B482－ 41：38．7	 32．9�

（仏）

45 クィーンパレット 牝4鹿 54 黛 弘人井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 444± 01：38．9	 24．2
712 ホープフルデイズ 牝4黒鹿54 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム B448－ 61：39．54 160．0�
58 タガノスカイ 牝5鹿 55 丸山 元気八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476＋ 21：39．71 14．9�
57 
 タガノロブロイ 牡4鹿 56 菱田 裕二八木 良司氏 奥村 豊 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 494－ 51：40．44 35．7�
22 アフェクシオン 牝4鹿 54 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 430－ 61：41．03� 168．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 38，116，700円 複勝： 51，575，700円 枠連： 20，145，900円
馬連： 85，493，100円 馬単： 40，205，900円 ワイド： 46，706，600円
3連複： 114，377，000円 3連単： 167，787，700円 計： 564，408，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 540円 � 190円 枠 連（4－7） 2，910円

馬 連 �� 3，340円 馬 単 �� 5，040円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 310円 �� 2，440円

3 連 複 ��� 6，750円 3 連 単 ��� 32，210円

票 数

単勝票数 計 381167 的中 � 124043（1番人気）
複勝票数 計 515757 的中 � 148379（1番人気）� 16180（9番人気）� 68521（2番人気）
枠連票数 計 201459 的中 （4－7） 5362（14番人気）
馬連票数 計 854931 的中 �� 19827（12番人気）
馬単票数 計 402059 的中 �� 5983（14番人気）
ワイド票数 計 467066 的中 �� 9935（13番人気）�� 43867（1番人気）�� 4461（30番人気）
3連複票数 計1143770 的中 ��� 12708（23番人気）
3連単票数 計1677877 的中 ��� 3776（99番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．2―36．0―48．4―1：01．0―1：13．2―1：25．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．1―3F36．5

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

勝馬の
紹 介

アルパーシャン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．11．16 京都2着

2012．2．25生 牡4栗 母 パーシャンブルー 母母 スプリングコート 13戦2勝 賞金 35，099，000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5日 1月30日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

不良後重
不良

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

165，900，000円
1，270，000円
8，880，000円
1，520，000円
16，660，000円
65，454，000円
4，576，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
263，049，400円
400，519，300円
166，565，900円
588，363，700円
301，335，800円
343，462，700円
833，560，700円
1，192，655，900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 4，089，513，400円

総入場人員 8，147名 （有料入場人員 7，420名）
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