
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

02037 1月21日 晴 良 （30中京1）第4日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走9時50分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

611 ツーエムアリエス 牡3鹿 56
55 ☆城戸 義政水谷 昌晃氏 本田 優 新ひだか 水丸牧場 466－ 41：56．2 1．6�

47 キョウワスピネル 牡3栗 56 中井 裕二�協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 482＋121：57．68 149．3�
23 シゲルミズナ 牝3鹿 54

53 ☆義 英真森中 蕃氏 高橋 康之 日高 日高大洋牧場 502－ 81：58．34 66．6�
35 ジャンバイカ 牡3栗 56 丹内 祐次西森 鶴氏 高橋 裕 新ひだか ニシケンフアーム 490－ 4 〃 クビ 38．7�
59 トニーハピネス 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子トニー倶楽部 星野 忍 新ひだか 静内山田牧場 422－ 21：58．61� 40．7�
22 テイエムフリーオー 牡3青鹿 56

55 ☆木幡 巧也竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 中地 義次 B474± 01：58．7� 89．9	
610 シゲルジャンボイモ 牡3芦 56 勝浦 正樹森中 蕃氏 武藤 善則 様似 猿倉牧場 500－121：58．8� 24．8

815 エスケートーラス 牡3鹿 56 古川 吉洋菅藤 宗一氏 木原 一良 青森 伊藤牧場 450－ 4 〃 クビ 9．1�
11 アドマイヤツルギ 牡3栗 56 藤岡 康太近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 474± 01：59．22� 17．7�
58 アブナイヒロユキ 牡3黒鹿 56

53 ▲横山 武史菊地 祐司氏 大江原 哲 むかわ 真壁 信一 508－ 81：59．51� 178．4
46 ソングオブローラン 牡3鹿 56 菱田 裕二 �コスモヴューファーム 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム 518＋ 61：59．71� 26．8�
713 シゲルニンニク 牡3鹿 56 太宰 啓介森中 蕃氏 千田 輝彦 浦河 ガーベラパー

クスタツド 444－ 61：59．8� 93．6�
712 シンゼンアイル 牝3鹿 54 池添 謙一原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 478± 02：00．22� 5．1�
814 ヤマカツブーケ 牝3青鹿54 酒井 学山田 博康氏 谷 潔 新ひだか 岡田牧場 422－ 62：01．37 279．8�
34 アイファーブレーヴ 牡3黒鹿 56

53 ▲富田 暁中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 野表 篤夫 464＋ 22：01．51� 10．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 16，688，300円 複勝： 42，781，500円 枠連： 9，308，200円
馬連： 37，268，300円 馬単： 22，505，400円 ワイド： 25，263，900円
3連複： 52，328，800円 3連単： 79，520，000円 計： 285，664，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 2，290円 � 830円 枠 連（4－6） 1，980円

馬 連 �� 11，350円 馬 単 �� 15，890円

ワ イ ド �� 4，080円 �� 1，470円 �� 36，430円

3 連 複 ��� 88，390円 3 連 単 ��� 309，950円

票 数

単勝票数 計 166883 的中 � 82361（1番人気）
複勝票数 計 427815 的中 � 264472（1番人気）� 1877（13番人気）� 5483（10番人気）
枠連票数 計 93082 的中 （4－6） 3634（6番人気）
馬連票数 計 372683 的中 �� 2544（22番人気）
馬単票数 計 225054 的中 �� 1062（33番人気）
ワイド票数 計 252639 的中 �� 1586（31番人気）�� 4561（14番人気）�� 175（87番人気）
3連複票数 計 523288 的中 ��� 444（124番人気）
3連単票数 計 795200 的中 ��� 186（486番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．9―12．9―12．6―13．0―13．4―13．2―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―37．3―50．2―1：02．8―1：15．8―1：29．2―1：42．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．4―3F40．4
1
3
11，12，9，7（2，4）6（3，8，15）10－1，5－14－13・（11，12）（9，7）－6（2，15，5）（8，4，10，1）－3＝13，14

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ツーエムアリエス �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2017．10．22 京都12着

2015．4．13生 牡3鹿 母 プ ラ リ ネ 母母 クーヴェルチュール 5戦1勝 賞金 8，300，000円
〔発走状況〕 アドマイヤツルギ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 アドマイヤツルギ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマカツブーケ号・アイファーブレーヴ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年

2月21日まで平地競走に出走できない。

02038 1月21日 晴 良 （30中京1）第4日 第2競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走10時20分 （ダート・左）
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� ジャスパーウィン 牡3栗 56
54 △森 裕太朗加藤 和夫氏 森 秀行 米 Spendthrift

Farm LLC 506＋ 21：26．0 5．4�
48 モンサンフィエール 牡3栗 56 北村 友一山下 新一氏 飯田 祐史 新冠 川島牧場 452＋ 41：26．21� 2．1�
24 レッドジョルト 牡3栗 56 松山 弘平 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 486－ 41：26．41 17．8�
612 ウサギノダンス 牡3黒鹿56 秋山真一郎桐谷 茂氏 南田美知雄 浦河 大道牧場 476－ 61：26．93 63．9�
36 エイシンセレブ 牝3栗 54

51 ▲富田 暁�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 446－ 21：27．32� 24．1�
12 ヤマカツケンザン 牡3鹿 56 池添 謙一山田 博康氏 池添 学 新ひだか フジワラフアーム 526－ 81：27．51	 4．4	
713 ラグナーズルート 牝3黒鹿54 宮崎 北斗スリースターズレーシング 松山 将樹 日高 株式会社カ

ネツ牧場 432＋ 21：27．81
 75．4

816� フロリダロス 牡3鹿 56 松若 風馬 �コスモヴューファーム 西園 正都 米

Southern Chase
Farm, Inc., Karen
Dodd & Greg Dodd

478＋ 21：28．43� 67．6�
35 ノーボーダー 牡3栗 56 和田 竜二林 正道氏 清水 久詞 日高 藤本ファーム 484＋101：28．61 7．9
815 カプリッチョ 牡3黒鹿56 長岡 禎仁西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 杵臼斉藤牧場 454＋ 2 〃 クビ 69．3�
11 アスターシャンティ 牡3黒鹿 56

53 ▲菊沢 一樹加藤 久枝氏 南井 克巳 浦河 金成吉田牧場 460＋181：28．7� 38．1�
611 フライトレーダー 牡3鹿 56 菱田 裕二 �コスモヴューファーム 高橋 裕 新冠 コスモヴューファーム 530＋181：29．55 398．0�
47 コ ル ニ ヨ ン 牝3鹿 54 川須 栄彦矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 426－ 8 〃 クビ 29．7�
23 タニマサベーカ 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子谷 研司氏 栗田 博憲 新冠 堤 牧場 450＋ 21：29．6クビ 106．0�
59 マイネルフィリップ 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 浦河 一珍棒牧場 474＋101：29．7� 166．7�
510 ス タ ー ビ レ 牝3栗 54 勝浦 正樹西森 鶴氏 高橋 義博 新ひだか 友田牧場 438－ 8 〃 アタマ 157．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，838，400円 複勝： 29，224，000円 枠連： 8，827，300円
馬連： 39，435，500円 馬単： 20，683，900円 ワイド： 27，483，500円
3連複： 55，152，800円 3連単： 71，041，200円 計： 274，686，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 180円 � 120円 � 250円 枠 連（4－7） 510円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 280円 �� 710円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，540円 3 連 単 ��� 7，920円

票 数

単勝票数 計 228384 的中 � 33519（3番人気）
複勝票数 計 292240 的中 � 37103（3番人気）� 93290（1番人気）� 20954（5番人気）
枠連票数 計 88273 的中 （4－7） 13336（2番人気）
馬連票数 計 394355 的中 �� 60978（2番人気）
馬単票数 計 206839 的中 �� 12843（4番人気）
ワイド票数 計 274835 的中 �� 27956（2番人気）�� 9023（7番人気）�� 14177（5番人気）
3連複票数 計 551528 的中 ��� 26757（3番人気）
3連単票数 計 710412 的中 ��� 6499（17番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．6―12．6―13．3―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．9―34．5―47．1―1：00．4―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ジャスパーウィン �
�
父 Jimmy Creed �

�
母父 Tapit デビュー 2017．11．4 東京5着

2015．3．7生 牡3栗 母 Chick Flick 母母 Not Enough Time 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔その他〕 エイシンセレブ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 エイシンセレブ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年2月21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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アネラ号・フィールグッド号・ポステリタス号・マカロン号・レインボーボニート号

第１回 中京競馬 第４日



02039 1月21日 晴 良 （30中京1）第4日 第3競走 ��1，800�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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

714 ヒ ダ ロ マ ン 牝5黒鹿55 北村 友一日下部 猛氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 508± 01：55．0 4．1�
12 ストライクショット 牝5鹿 55 菱田 裕二�イージス 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 500± 0 〃 アタマ 7．8�
612 リュミエールドール 牝4鹿 54 丸山 元気 �社台レースホース浜田多実雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508＋ 21：55．32 2．8�
36 スズカスマート 牝4鹿 54 秋山真一郎永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 472－ 81：55．4クビ 7．1�
59 ハギノセゾン 牝7青鹿55 松山 弘平安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 492± 01：55．61� 125．4	
816 マッカナバラ 牝6芦 55 酒井 学�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 454－ 21：56．13 31．7

815 サムシングフレア 牝5鹿 55

54 ☆木幡 巧也阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 対馬 正 494＋ 6 〃 アタマ 87．5�
11 エイシンリンリン 牝5栗 55

54 ☆義 英真�栄進堂 高橋 康之 新ひだか 水丸牧場 476－ 4 〃 ハナ 26．8�
23 ラガーユミリン 牝4鹿 54

51 ▲菊沢 一樹奥村 啓二氏 池添 兼雄 日高 若林 順一 458＋ 2 〃 クビ 29．3
24 イナズママンボ 牝4鹿 54

51 ▲富田 暁小泉 賢悟氏 松元 茂樹 日高 高柳 隆男 450－ 21：56．42 20．3�
48 タガノリアン 牝4鹿 54 松若 風馬八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 464－ 41：56．82� 9．0�
510 エレクトリイオネ 牝4黒鹿54 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム B488＋ 41：57．11� 212．2�
611 ヤマニンシレーナ 牝4黒鹿54 大庭 和弥土井 肇氏 池上 昌弘 新冠 錦岡牧場 448± 01：57．52� 279．2�
47 シ ト ロ ン 牝5鹿 55

54 ☆城戸 義政�ミルファーム 田中 清隆 新ひだか 見上牧場 B452± 01：57．6� 52．2�
35 	 メドゥシアナ 牝4栗 54

51 ▲藤田菜七子熊谷 貴之氏 根本 康広 安平 追分ファーム 474－ 61：58．23� 86．5�
713 メイプルケプラー 牝5栗 55 長岡 禎仁節 英司氏 高市 圭二 新ひだか 飯岡牧場 488± 0 （競走中止） 14．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，802，100円 複勝： 31，934，200円 枠連： 11，945，000円
馬連： 40，970，200円 馬単： 19，546，500円 ワイド： 29，871，000円
3連複： 60，225，800円 3連単： 72，917，000円 計： 288，211，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 230円 � 130円 枠 連（1－7） 1，750円

馬 連 �� 2，550円 馬 単 �� 4，090円

ワ イ ド �� 820円 �� 240円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，860円 3 連 単 ��� 14，100円

票 数

単勝票数 計 208021 的中 � 39735（2番人気）
複勝票数 計 319342 的中 � 58617（2番人気）� 26132（5番人気）� 80650（1番人気）
枠連票数 計 119450 的中 （1－7） 5287（7番人気）
馬連票数 計 409702 的中 �� 12421（8番人気）
馬単票数 計 195465 的中 �� 3583（12番人気）
ワイド票数 計 298710 的中 �� 8271（7番人気）�� 37466（1番人気）�� 12784（4番人気）
3連複票数 計 602258 的中 ��� 24251（3番人気）
3連単票数 計 729170 的中 ��� 3748（27番人気）

ハロンタイム 13．1―11．6―13．2―12．9―12．2―12．6―13．0―12．8―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．7―37．9―50．8―1：03．0―1：15．6―1：28．6―1：41．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒ ダ ロ マ ン �
�
父 ワークフォース �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．5．29 京都14着

2013．3．11生 牝5黒鹿 母 マルカサワヤカ 母母 サワヤカプリンセス 12戦3勝 賞金 23，900，000円
〔競走中止〕 メイプルケプラー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔鼻出血による出走制限〕 メイプルケプラー号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年2月21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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ショウナンマシェリ号・メイショウケンプウ号

02040 1月21日 晴 良 （30中京1）第4日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時20分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：16．2良

812 メイショウタカモリ 牡4芦 59 平沢 健治松本 好雄氏 中村 均 浦河 日の出牧場 504＋ 43：18．4 1．6�
22 ジャッカスバーク �7黒鹿60 石神 深一 �キャロットファーム 古賀 慎明 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 536＋ 23：20．7大差 3．8�
33 � ドリームパワー 牝9鹿 58 金子 光希�大栄牧場 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 450－243：21．23 25．7�
811 レッドカイラス �4栗 59 上野 翔 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新ひだか 千代田牧場 474－ 23：22．15 33．7�
56 � ホシルミエール �5鹿 60 白浜 雄造永井冨佐子氏 庄野 靖志 新ひだか 岡田牧場 468＋ 43：22．42 10．1	
79 � エイユービリーヴ �6鹿 60 田村 太雅笹部 義則氏 作田 誠二 浦河 赤田牧場 480＋ 53：22．5� 26．6

11 � スフバータル 牡5栗 60 草野 太郎�和田牧場 和田 正道 新ひだか 城市 公 504＋183：22．6クビ 110．3�
68 スズカプリティー 牝7鹿 58 大庭 和弥永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 470＋ 83：23．23	 11．5�
44 コンゴウリキ �5栗 60 五十嵐雄祐浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか 藤川フアーム 438－ 63：24．37 61．0
67 � サ ド ル オ ン 牡5黒鹿60 山本 康志前田 幸治氏 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド 478± 0 〃 クビ 22．9�
55 � ゴールドバリオス 牡5栗 60 黒岩 悠岩﨑 僖澄氏 坂口 正則 新ひだか 三石ビクトリーファーム 492＋ 6 （競走中止） 86．3�
710� テンエイロータス �5黒鹿60 小野寺祐太熊坂 俊一氏 伊藤 正徳 福島 農事組合法人

天栄牧場 462－ 8 （競走中止） 107．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 14，873，200円 複勝： 24，025，200円 枠連： 7，341，900円
馬連： 25，429，200円 馬単： 18，925，000円 ワイド： 17，616，200円
3連複： 41，508，800円 3連単： 76，274，600円 計： 225，994，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 140円 � 320円 枠 連（2－8） 410円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 220円 �� 590円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 2，550円 3 連 単 ��� 5，800円

票 数

単勝票数 計 148732 的中 � 72505（1番人気）
複勝票数 計 240252 的中 � 129769（1番人気）� 29166（2番人気）� 7903（7番人気）
枠連票数 計 73419 的中 （2－8） 13779（2番人気）
馬連票数 計 254292 的中 �� 46718（1番人気）
馬単票数 計 189250 的中 �� 28824（1番人気）
ワイド票数 計 176162 的中 �� 24308（1番人気）�� 7067（7番人気）�� 2951（16番人気）
3連複票数 計 415088 的中 ��� 12191（8番人気）
3連単票数 計 762746 的中 ��� 9530（12番人気）
上り 1マイル 1：45．7 4F 52．5－3F 39．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウタカモリ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2016．11．20 京都8着

2014．5．4生 牡4芦 母 ニンナナンナ 母母 ナイスレイズ 障害：4戦1勝 賞金 14，100，000円
〔競走中止〕 テンエイロータス号は，2周目6号障害〔ハードル〕着地時につまずき，転倒したため競走中止。

ゴールドバリオス号は，2周目6号障害〔ハードル〕飛越後に，転倒した「テンエイロータス」号に触れて転倒したため競走
中止。

※出走取消馬 ヴァーサトル号（疾病〔左前肢跛行〕のため）



02041 1月21日 晴 良 （30中京1）第4日 第5競走 ��
��1，600�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
1：32．7
1：30．7

良
良

35 サ ラ キ ア 牝3鹿 54 池添 謙一 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 436 ―1：37．2 1．6�
12 ナリタハーデス 牡3黒鹿56 松山 弘平�オースミ 中尾 秀正 日高 広富牧場 446 ―1：37．51� 10．7�
48 フライハイト 牝3青鹿54 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 456 ―1：37．6� 23．6�
59 ガナドゥール 牡3鹿 56 北村 友一 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 524 ― 〃 ハナ 3．9�
816 コ ー ン ス ス 牡3鹿 56 秋山真一郎加藤 誠氏 森田 直行 日高 沖田牧場 502 ―1：37．91� 14．5	
24 フィールインラヴ 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣大塚 亮一氏 浅見 秀一 浦河 浦河小林牧場 438 ― 〃 アタマ 116．4

36 フェスタマドンナ 牝3鹿 54 太宰 啓介服部 統祥氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 486 ― 〃 クビ 38．5�
11 ヒルノコルドバ 牡3青 56 酒井 学�ヒルノ 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 412 ―1：38．32� 39．3�
510 フィナリザール 牝3栃栗 54

51 ▲富田 暁 �シルクレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 458 ― 〃 ハナ 101．5
47 マイネルセボン 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 蛯名 利弘 新冠 ビッグレッドファーム 528 ― 〃 クビ 160．9�
23 ペイシャプレゼント 牝3黒鹿54 長岡 禎仁北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 410 ―1：38．51	 89．2�
611 サンワラワラ 牡3栗 56 竹之下智昭 �加藤ステーブル 千田 輝彦 日高 有限会社

ケイズ 498 ―1：38．71	 228．6�
815 カレンスレイ 牡3芦 56

54 △森 裕太朗鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 478 ―1：38．91 34．9�
714
 オメガクオリティー 牡3鹿 56 藤岡 康太原 �子氏 戸田 博文 米 Teruya

Yoshida 486 ―1：39．64 14．6�
713 ファーマファイバー 牝3栗 54 宮崎 北斗中西 功氏 谷原 義明 日高 高山牧場 386 ― 〃 クビ 189．7�
612 サウンドコラード 牡3鹿 56

55 ☆義 英真増田 雄一氏 高橋 康之 新ひだか 藤本牧場 518 ―1：40．34 123．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，605，200円 複勝： 30，399，000円 枠連： 10，699，100円
馬連： 35，324，700円 馬単： 23，717，600円 ワイド： 26，623，300円
3連複： 51，737，000円 3連単： 80，628，100円 計： 282，734，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 220円 � 330円 枠 連（1－3） 640円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 370円 �� 710円 �� 1，590円

3 連 複 ��� 3，290円 3 連 単 ��� 7，470円

票 数

単勝票数 計 236052 的中 � 111142（1番人気）
複勝票数 計 303990 的中 � 137992（1番人気）� 24365（3番人気）� 13550（6番人気）
枠連票数 計 106991 的中 （1－3） 12861（2番人気）
馬連票数 計 353247 的中 �� 31591（2番人気）
馬単票数 計 237176 的中 �� 16565（3番人気）
ワイド票数 計 266233 的中 �� 20406（2番人気）�� 9354（7番人気）�� 3965（19番人気）
3連複票数 計 517370 的中 ��� 11784（10番人気）
3連単票数 計 806281 的中 ��� 7820（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．3―36．9―49．4―1：02．0―1：14．2―1：25．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F35．2

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

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

サ ラ キ ア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Lomitas 初出走

2015．2．5生 牝3鹿 母 サ ロ ミ ナ 母母 Saldentigerin 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27頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）27頭 アシュリン号・アスナタン号・アンシェンヌヴィル号・アンドレアス号・ウインサクヤヒメ号・ガッテンイキオイ号・

カワキタモダン号・キタノカイダンジ号・クルークヴァール号・ゲンパチマハロ号・ゴールドパドル号・
サトノシリウス号・サンライズアミーゴ号・シオラパルク号・シセイヒテン号・ジュールドミュゲ号・
ショウザドリーム号・シンティエンディー号・スエヒロドラ号・スパーダ号・タガノフレッサ号・
デンコウエルドラド号・バトルハクオウ号・フラッグサルート号・マイティバローズ号・ミスターオーネット号・
ミッキーチャーム号

02042 1月21日 晴 良 （30中京1）第4日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走12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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．0
1：08．7

重
重

816 メイショウテンセイ 牡4鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 西橋 豊治 安平 �橋本牧場 506－ 61：12．7 4．4�
24 ワンダーバイファル 牡7鹿 57 岡田 祥嗣山本 能成氏 牧田 和弥 浦河 大島牧場 482＋161：12．91� 20．3�
714 サウンドストリート 牡4鹿 56 北村 友一増田 雄一氏 和田 正道 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460＋ 4 〃 アタマ 6．6�
11 タガノモーサン 牡5鹿 57

56 ☆城戸 義政八木 良司氏 岡田 稲男 新ひだか 木村 秀則 506＋ 21：13．21� 8．0�
59 ゲ キ リ ン 牡4栗 56 藤岡 康太市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 日高 オリオンファーム 472± 01：13．41 3．1�
35 ホウロクダマ 牡4鹿 56

53 ▲富田 暁 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 中竹 和也 新ひだか 岡田スタツド 562＋361：13．71� 49．5	

612 ニシノレディー 牝4黒鹿54 丸山 元気西山 茂行氏 高木 登 むかわ 清水ファーム 446＋ 61：14．02 23．6

48 プリモガナドール 牝4栗 54

51 ▲菊沢 一樹水谷 昌晃氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 452＋ 21：14．21� 10．6�
510	 タイバーカット 牡5栗 57

54 ▲藤田菜七子水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 新ひだか 漆原 武男 470＋ 61：14．41� 9．8�
36 	 ラッシュワールド 牡4栗 56

55 ☆小崎 綾也小林 哲之氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 464－181：14．5� 40．3
23 	 ハナノバード 牝4鹿 54

52 △森 裕太朗華山 龍一氏 作田 誠二 浦河 宮内牧場 472± 01：14．6クビ 178．8�
815 オレオールカフェ 牡5黒鹿 57

56 ☆木幡 巧也西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム 472＋141：15．13 166．8�
611 サウスリュウセイ 牡6鹿 57 松若 風馬南波 壽氏 武藤 善則 浦河 高岸 順一 468＋ 21：15．84 82．8�
12 ラスカルグレイ 
5芦 57

54 ▲横山 武史岡田 牧雄氏 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 482＋ 4 〃 アタマ 15．8�
47 	 ア ト ロ ポ ス 牝4青鹿54 菱田 裕二大島 昌也氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 454＋ 21：16．54 64．3�
713	 カネトシジュテーム 牝4鹿 54 丹内 祐次兼松 昌男氏 岩戸 孝樹 浦河 高昭牧場 440－ 61：16．71 143．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，276，500円 複勝： 26，909，200円 枠連： 10，061，800円
馬連： 37，356，400円 馬単： 17，887，400円 ワイド： 27，904，100円
3連複： 53，323，400円 3連単： 61，254，000円 計： 254，972，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 190円 � 410円 � 210円 枠 連（2－8） 4，530円

馬 連 �� 4，800円 馬 単 �� 7，950円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 530円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 7，980円 3 連 単 ��� 44，630円

票 数

単勝票数 計 202765 的中 � 36048（2番人気）
複勝票数 計 269092 的中 � 41726（2番人気）� 14184（8番人気）� 35044（3番人気）
枠連票数 計 100618 的中 （2－8） 1721（16番人気）
馬連票数 計 373564 的中 �� 6020（18番人気）
馬単票数 計 178874 的中 �� 1686（29番人気）
ワイド票数 計 279041 的中 �� 4797（20番人気）�� 14349（3番人気）�� 4477（22番人気）
3連複票数 計 533234 的中 ��� 5006（23番人気）
3連単票数 計 612540 的中 ��� 995（136番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．0―12．6―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．8―35．8―48．4―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウテンセイ �
�
父 カルストンライトオ �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2016．8．14 小倉9着

2014．3．24生 牡4鹿 母 ブルーロバリー 母母 スプレッドブレイヴ 7戦2勝 賞金 13，800，000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。
（非当選馬） 2頭 アースオブフェイム号・リトルレグルス号
（非抽選馬） 3頭 アイファータレント号・アイファーチェンジ号・ノートルスウェ号



02043 1月21日 晴 良 （30中京1）第4日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走13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
1：19．6
1：19．0

良
良

816 ササノユキオルフェ 牡3栗 56 丸田 恭介佐々木幸弘氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 484＋ 41：24．0 35．4�
47 ケイディーズネイル 牝3栗 54 丸山 元気田島 大史氏 青木 孝文 新冠 長浜牧場 420＋ 41：24．32 9．2�
817� プリンセステソーロ 牝3鹿 54 藤岡 康太了德寺健二氏 吉村 圭司 愛 Rockhart

Trading Ltd 418－ 21：24．4クビ 6．0�
713 ジ ョ ウ ト ウ 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 築紫 洋 480± 01：24．61� 199．2�
611 ネオヴォイス 牝3鹿 54 古川 吉洋山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 432＋ 4 〃 クビ 21．9�
12 エイシンエレガンス 牝3青鹿54 酒井 学�栄進堂 松元 茂樹 浦河 栄進牧場 430－ 4 〃 クビ 3．4	
36 ナンヨーイヴェール 牝3鹿 54 松若 風馬中村 德也氏 田中 剛 浦河 栄進牧場 486＋ 41：24．81� 33．0

612 クールキッズ 牝3栗 54 和田 竜二川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 久井牧場 494± 01：24．9クビ 85．3�
24 ラペールノアール 牝3青 54

51 ▲富田 暁�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 392＋ 81：25．21	 16．1�

818� ケンデスティニー 牡3栗 56
54 △森 裕太朗中西 宏彰氏 森 秀行 米

Sequel Thorough-
breds & Hidden
Lake Farm, LLC

470－ 4 〃 アタマ 5．8
714 ヘヴンリーブライド 牝3黒鹿54 北村 友一 �キャロットファーム 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 460－121：25．52 6．5�
11 ウインファルコン 牡3黒鹿56 菱田 裕二�ウイン 奥平 雅士 青森 スプリングファーム 454＋10 〃 アタマ 117．1�
510 メイショウジョワ 牝3黒鹿54 川須 栄彦松本 好雄氏 梅田 智之 様似 中脇 一幸 424－ 81：25．6	 83．1�
35 フジワンタイフーン 牡3鹿 56 勝浦 正樹�富士開発 古賀 史生 新冠 川島牧場 486＋ 21：25．7クビ 119．2�
48 デックテープ 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子志邑 宣彦氏 水野 貴広 新ひだか 酒井 秀紀 426－ 41：25．8
 71．7�
59 コンファーメント 牡3鹿 56 松山 弘平 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 520＋ 41：25．9	 23．3�
23 トーホウキャサリン 牝3黒鹿54 丹内 祐次東豊物産� 古賀 史生 浦河 富菜牧場 426－ 81：26．32
 11．2�
715 ハリケーンヴォーグ 牡3栗 56

53 ▲横山 武史千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 B466＋ 21：27．47 199．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 23，157，700円 複勝： 35，975，500円 枠連： 13，081，400円
馬連： 43，852，400円 馬単： 20，460，400円 ワイド： 33，260，300円
3連複： 65，546，000円 3連単： 76，568，300円 計： 311，902，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，540円 複 勝 � 740円 � 290円 � 230円 枠 連（4－8） 1，120円

馬 連 �� 18，590円 馬 単 �� 34，020円

ワ イ ド �� 5，440円 �� 4，510円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 50，110円 3 連 単 ��� 399，360円

票 数

単勝票数 計 231577 的中 � 5230（11番人気）
複勝票数 計 359755 的中 � 10867（10番人気）� 34106（5番人気）� 45556（2番人気）
枠連票数 計 130814 的中 （4－8） 8998（4番人気）
馬連票数 計 438524 的中 �� 1828（44番人気）
馬単票数 計 204604 的中 �� 451（93番人気）
ワイド票数 計 332603 的中 �� 1544（49番人気）�� 1867（42番人気）�� 8176（11番人気）
3連複票数 計 655460 的中 ��� 981（129番人気）
3連単票数 計 765683 的中 ��� 139（911番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．7―12．4―12．5―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．1―47．5―1：00．0―1：11．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F36．5
3 13（9，14）（7，17）（2，12，10）（1，3，18）16（4，6）（11，8，15）5 4 13（7，9）14（1，2，17）（4，12，10）3，18（11，8，16）（6，5）15
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ササノユキオルフェ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2017．9．3 新潟15着

2015．3．19生 牡3栗 母 ハッピーリクエスト 母母 エイプリルソネット 2戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 エムケイフローラル号・ノッテステラータ号

02044 1月21日 晴 良 （30中京1）第4日 第8競走 ��
��1，900�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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

713 リョウランヒーロー 牡4黒鹿 56
53 ▲横山 武史佐藤 啓子氏 小野 次郎 新ひだか 米田牧場 480－ 42：01．6 12．4�

714 フ ラ ン ド ル �5鹿 57 北村 友一寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 486± 0 〃 ハナ 3．0�
510	 マテラリードル 牡5鹿 57 和田 竜二大野 照旺氏 浜田多実雄 米 E Paul Robsham

Stable LLC 524± 02：01．92 32．5�
612 ピエナクルーズ 牡5鹿 57 古川 吉洋本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 458± 02：02．0クビ 7．6�
611 メイショウイッポン 牡4鹿 56 藤岡 康太松本 和子氏 大橋 勇樹 様似 様似共栄牧場 492－ 4 〃 ハナ 41．0�
815 ワイルドゲーム 牡5鹿 57

56 ☆木幡 巧也合同会社小林英一
ホールディングス 石栗 龍彦 新ひだか 水丸牧場 B488－102：02．1
 40．6�

35 アスカノハヤテ 牡4鹿 56 丸山 元気豊田 智郎氏 川村 禎彦 新ひだか 山際セントラルスタッド B470± 02：02．2
 8．8	
36 ワンダースペリオル 牡5鹿 57 荻野 琢真山本 能成氏 今野 貞一 新ひだか 真歌伊藤牧場 500－ 82：02．52 9．3

59 プログレスシチー 牡5鹿 57

54 ▲富田 暁 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 新ひだか カタオカフアーム 484－ 8 〃 ハナ 30．4�
11 ジャストコーズ �5青鹿57 菱田 裕二 社台レースホース岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B506－ 22：03．24 3．1�
47 � ケンブリッジバッハ 牡5栗 57 中井 裕二中西 宏彰氏 大根田裕之 新ひだか 本桐牧場 514＋112：03．3� 108．0�
816	 リードザフィールド 牡4栗 56

54 △森 裕太朗岡田 牧雄氏 大江原 哲 米 Brereton C. Jones
& B. Ned Jones 452± 02：03．4� 56．0�

48 ビービーパドル 牡4鹿 56 勝浦 正樹坂東 勝彦氏 中舘 英二 新ひだか 中橋 清 464± 02：04．03� 63．2�
23 レイクキャリー 牝4青鹿54 丹内 祐次 社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 436－122：04．42� 209．9�
24 テ ソ ー ロ �4鹿 56 中谷 雄太了德寺健二氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B486－102：04．93 81．1�

（15頭）
12 ナムラスパルタクス 牡4黒鹿 56

53 ▲三津谷隼人奈村 信重氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム 470＋ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 20，001，400円 複勝： 27，323，800円 枠連： 13，194，400円
馬連： 38，269，900円 馬単： 18，230，400円 ワイド： 26，240，200円
3連複： 52，143，200円 3連単： 63，176，100円 計： 258，579，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 270円 � 160円 � 620円 枠 連（7－7） 2，380円

馬 連 �� 2，010円 馬 単 �� 4，960円

ワ イ ド �� 690円 �� 4，720円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 15，380円 3 連 単 ��� 97，240円

票 数

単勝票数 差引計 200014（返還計 9244） 的中 � 12897（6番人気）
複勝票数 差引計 273238（返還計 13051） 的中 � 24925（4番人気）� 54994（2番人気）� 9041（9番人気）
枠連票数 差引計 131944（返還計 3251） 的中 （7－7） 4284（9番人気）
馬連票数 差引計 382699（返還計 36033） 的中 �� 14736（7番人気）
馬単票数 差引計 182304（返還計 16760） 的中 �� 2752（18番人気）
ワイド票数 差引計 262402（返還計 30219） 的中 �� 10353（6番人気）�� 1369（46番人気）�� 4348（15番人気）
3連複票数 差引計 521432（返還計 89554） 的中 ��� 2542（48番人気）
3連単票数 差引計 631761（返還計106887） 的中 ��� 471（293番人気）

ハロンタイム 7．4―11．6―11．5―13．9―13．4―12．5―12．8―13．2―12．4―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―19．0―30．5―44．4―57．8―1：10．3―1：23．1―1：36．3―1：48．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

リョウランヒーロー �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 ウイニングチケット デビュー 2016．10．9 東京10着

2014．3．28生 牡4黒鹿 母 ヴィジョンサクラ 母母 サンフラワーマミー 12戦2勝 賞金 17，400，000円
〔競走除外〕 ナムラスパルタクス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔左後肢挫創〕を発症したため競走除外。

発走時刻6分遅延。
〔制裁〕 プログレスシチー号の調教師安達昭夫は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ナムラスパルタクス号は，平成30年1月22日から平成30年2月20日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。
※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。
（非当選馬） 3頭 オンワードハンター号・ブラックジェイド号・レオクイック号
（非抽選馬） 2頭 ウインドロイヤル号・ラプルーズ号



02045 1月21日 晴 良 （30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）

牝，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

611 ウィズエモーション 牝5鹿 55 松山 弘平 �社台レースホース栗田 博憲 千歳 社台ファーム 488＋ 21：25．6 5．3�
510 オールスマイル 牝5青鹿55 北村 友一前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466－ 21：25．7� 8．1�
713 シアワセデス 牝5鹿 55 中井 裕二窪田 康志氏 浜田多実雄 浦河 有限会社

吉田ファーム 494± 01：26．02 6．5�
12 ヒ ル ダ 牝5栗 55

52 ▲藤田菜七子吉田 和美氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 472－ 81：26．1� 2．8�
59 キスミーワンス 牝4黒鹿54 菱田 裕二吉田 千津氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 440－ 41：26．3� 6．4�
11 エンドレスコール 牝4黒鹿54 松若 風馬 �キャロットファーム 橋口 慎介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B464－ 41：26．51� 39．9	
47 ローザルージュ 牝5黒鹿 55

52 ▲菊沢 一樹村上 稔氏 本田 優 新ひだか 久井牧場 498－ 11：26．82 43．2

612 マコトカンパネッロ 牝6栗 55 藤岡 康太�ディアマント 岩戸 孝樹 様似 出口 繁夫 450－16 〃 クビ 19．4�
714 ミンネザング 牝4鹿 54 丸山 元気金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 474－ 81：26．9クビ 32．6
815 スーサンゴー 牝4鹿 54 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 444－ 41：27．0� 21．8�
23 リリーグランツ 牝6鹿 55 勝浦 正樹 �Gリビエール・

レーシング 矢野 英一 新ひだか 前川 正美 B452－ 6 〃 ハナ 46．9�
816	 サンマルタイトル 牝4栗 54

52 △森 裕太朗相馬 勇氏 山内 研二 浦河 中村 雅明 448－ 81：27．21� 70．5�
48 ショーカノン 牝4鹿 54

51 ▲横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 日高 オリオンファーム B498＋ 81：27．51� 51．7�
36 	 ルクレツィア 牝5鹿 55

52 ▲富田 暁髙橋 貴士氏 武藤 善則 日高 中前牧場 408± 0 〃 クビ 388．4�
24 	 クオリティスタート 牝4栗 54 嶋田 純次菅野 守雄氏 尾形 和幸 平取 坂東牧場 506－ 2 〃 ハナ 23．7�
35 エバーパッション 牝5青鹿 55

54 ☆木幡 巧也宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 426－ 61：28．56 226．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，745，100円 複勝： 43，586，200円 枠連： 16，536，800円
馬連： 67，990，400円 馬単： 32，820，300円 ワイド： 44，823，700円
3連複： 95，319，700円 3連単： 127，490，600円 計： 462，312，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 190円 � 280円 � 190円 枠 連（5－6） 1，000円

馬 連 �� 2，970円 馬 単 �� 5，320円

ワ イ ド �� 920円 �� 620円 �� 760円

3 連 複 ��� 4，890円 3 連 単 ��� 26，570円

票 数

単勝票数 計 337451 的中 � 50556（2番人気）
複勝票数 計 435862 的中 � 64054（3番人気）� 35833（5番人気）� 65266（2番人気）
枠連票数 計 165368 的中 （5－6） 12807（4番人気）
馬連票数 計 679904 的中 �� 17706（10番人気）
馬単票数 計 328203 的中 �� 4626（18番人気）
ワイド票数 計 448237 的中 �� 12287（9番人気）�� 18854（5番人気）�� 15117（8番人気）
3連複票数 計 953197 的中 ��� 14619（12番人気）
3連単票数 計1274906 的中 ��� 3478（70番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．5―12．2―13．0―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．6―46．8―59．8―1：12．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F38．8
3 ・（1，2）7，15，11（3，13）－9－（8，14，10）5（4，12）－（6，16） 4 ・（1，2）（15，7）11（3，13）－9－10，14，12，8（4，5）－16－6

勝馬の
紹 介

ウィズエモーション �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．6．14 東京11着

2013．4．21生 牝5鹿 母 ミスアルダント 母母 マ ガ ロ 20戦3勝 賞金 29，108，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ペリコール号

02046 1月21日 晴 良 （30中京1）第4日 第10競走 ��
��2，000�

こ い じ が は ま

恋 路 ケ 浜 特 別
発走14時50分 （芝・左）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

23 メイショウフェイク 牡6鹿 57 菱田 裕二内田 玄祥氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 510＋102：02．1 15．9�
11 アインザッツ 牡5鹿 57 中谷 雄太 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B470－ 42：02．41� 22．5�
58 テリトーリアル 牡4栗 56 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474－ 4 〃 クビ 16．3�
34 	 マテンロウゴースト 牡5栗 57 中井 裕二寺田千代乃氏 中内田充正 愛 Nobutaka

Tada 502－ 2 〃 アタマ 6．3�
22 
 スリーマキシマム 牡7鹿 57 義 英真永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 498－ 22：02．61� 69．6	
611 ジャーミネイト 牡4鹿 56 松山 弘平 �社台レースホース中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 82：02．7� 9．8

713 フロムマイハート 牝5栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 450＋ 22：02．8� 17．4�
712 トータルソッカー 牡4栗 56 勝浦 正樹渡邊 隆氏 尾形 充弘 新ひだか 真歌田中牧場 502－ 42：02．9� 6．2�
46 エーティーサンダー 牡5青鹿57 酒井 学荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 下屋敷牧場 526－ 22：03．11� 5．4
59 
 ピンクブーケ 牝6鹿 55 丸山 元気 �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 494＋ 22：03．31� 4．8�
814 メイショウブシン 牡8鹿 57 松若 風馬松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 486＋20 〃 クビ 107．9�
47 パワーウーマン 牝6栗 55 太宰 啓介寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 510－ 82：03．51� 41．9�
35 エルリストン 5黒鹿57 北村 友一�G1レーシング 橋口 慎介 安平 追分ファーム 466－ 42：03．6� 6．3�
610 ビオラフォーエバー 7栗 57 秋山真一郎熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 470－ 82：03．7クビ 90．3�
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815 アドマイヤジョラス 牡4黒鹿56 藤岡 康太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 34，551，700円 複勝： 54，663，400円 枠連： 20，170，400円
馬連： 82，433，100円 馬単： 34，177，600円 ワイド： 52，957，300円
3連複： 115，999，000円 3連単： 150，679，300円 計： 545，631，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，590円 複 勝 � 730円 � 800円 � 490円 枠 連（1－2） 9，100円

馬 連 �� 16，550円 馬 単 �� 29，060円

ワ イ ド �� 5，000円 �� 4，130円 �� 4，340円

3 連 複 ��� 62，140円 3 連 単 ��� 379，310円

票 数

単勝票数 差引計 345517（返還計 885） 的中 � 17375（7番人気）
複勝票数 差引計 546634（返還計 1046） 的中 � 19389（9番人気）� 17540（10番人気）� 31127（8番人気）
枠連票数 差引計 201704（返還計 31） 的中 （1－2） 1717（27番人気）
馬連票数 差引計 824331（返還計 5639） 的中 �� 3860（45番人気）
馬単票数 差引計 341776（返還計 2007） 的中 �� 882（90番人気）
ワイド票数 差引計 529573（返還計 3200） 的中 �� 2728（47番人気）�� 3312（42番人気）�� 3153（43番人気）
3連複票数 差引計1159990（返還計 15442） 的中 ��� 1400（152番人気）
3連単票数 差引計1506793（返還計 19990） 的中 ��� 288（879番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―13．2―13．0―12．3―12．3―12．3―11．5―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．1―37．3―50．3―1：02．6―1：14．9―1：27．2―1：38．7―1：50．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F34．9
1
3
3，10（2，5，8）4（1，12）（6，13）（11，7）－14，9
3（2，10）8（12，13）（1，5，9）4（11，6）7，14

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウフェイク �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．1．10 中山2着

2012．2．10生 牡6鹿 母 ペルヴィアンリリー 母母 ラスティックベル 24戦4勝 賞金 52，982，000円
〔出走取消〕 アドマイヤジョラス号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。



02047 1月21日 晴 良 （30中京1）第4日 第11競走 ��
��1，800�第35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，29．1．21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，29．1．20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 1，176，000円 336，000円 168，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

48 テイエムジンソク 牡6芦 56 古川 吉洋竹園 正繼氏 木原 一良 日高 日高テイエム
牧場株式会社 498＋ 21：51．8 1．3�

36 コスモカナディアン 牡5鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 日高 アイズスタッド株式会社 484＋ 21：51．9� 100．7�
23 モルトベーネ 牡6栗 56 秋山真一郎三宅 正義氏 松永 昌博 浦河 櫛桁牧場 476＋ 21：52．96 22．7�
35 サンマルデューク 牡9黒鹿56 岡田 祥嗣相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 514－ 4 〃 クビ 164．1�
815 クインズサターン 牡5芦 56 池添 謙一 �クイーンズ・ランチ 野中 賢二 新ひだか 佐竹 学 B478± 01：53．0クビ 17．5	
714	 ゴールデンバローズ 牡6栗 56 松山 弘平猪熊 広次氏 堀 宣行 米 Crossed Sa-

bres Farm 544＋ 61：53．1
 48．7

510 オールマンリバー 牡6黒鹿56 藤岡 康太三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 506＋ 6 〃 クビ 17．2�
611 アスカノロマン 牡7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 530＋121：53．2
 45．1�
59 ディアデルレイ 牡7栗 56 勝浦 正樹 �キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム B504－ 21：53．51
 7．6
713 サ ン グ ラ ス 牡7青鹿56 酒井 学玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 B506－ 2 〃 ハナ 192．4�
47 タガノエスプレッソ 牡6鹿 56 北村 友一八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 458－ 4 〃 ハナ 45．0�
11 ローズプリンスダム 牡4青鹿55 木幡 巧也岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 登別 ユートピア牧場 462＋ 4 〃 クビ 26．0�
612 ドラゴンバローズ 牡6栗 56 和田 竜二猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 新ひだか ヒサイファーム 498－ 41：53．6
 13．0�
816 ショウナンアポロン 牡8鹿 56 丸田 恭介国本 哲秀氏 古賀 史生 洞�湖 メジロ牧場 B538＋101：54．45 370．5�
12 � シャイニービーム 牡6鹿 56 中谷 雄太小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 460＋ 21：55．78 58．2�
24 サルサディオーネ 牝4栗 53 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 青森 荒谷牧場 494－ 41：55．8クビ 93．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 141，266，200円 複勝： 473，888，200円 枠連： 101，834，500円
馬連： 513，300，600円 馬単： 317，159，800円 ワイド： 304，467，100円
3連複： 952，227，500円 3連単： 1，993，110，900円 計： 4，797，254，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 970円 � 320円 枠 連（3－4） 2，970円

馬 連 �� 4，260円 馬 単 �� 5，530円

ワ イ ド �� 1，600円 �� 500円 �� 9，940円

3 連 複 ��� 14，690円 3 連 単 ��� 49，170円

票 数

単勝票数 計1412662 的中 � 822786（1番人気）
複勝票数 計4738882 的中 � 3476149（1番人気）� 33178（12番人気）� 120138（5番人気）
枠連票数 計1018345 的中 （3－4） 26522（9番人気）
馬連票数 計5133006 的中 �� 93299（11番人気）
馬単票数 計3171598 的中 �� 42946（16番人気）
ワイド票数 計3044671 的中 �� 47781（14番人気）�� 169748（5番人気）�� 7381（61番人気）
3連複票数 計9522275 的中 ��� 48611（47番人気）
3連単票数 計19931109 的中 ��� 29383（141番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．9―12．8―12．0―12．2―12．7―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―36．7―49．5―1：01．5―1：13．7―1：26．4―1：38．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テイエムジンソク �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2015．3．21 阪神6着

2012．4．21生 牡6芦 母 マイディスカバリー 母母 マイグリーン 25戦9勝 賞金 304，930，000円
〔制裁〕 テイエムジンソク号の騎手古川吉洋は，1コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番・2番）

ローズプリンスダム号の騎手木幡巧也は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番・13番）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりテイエムジンソク号は，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21日 晴 良 （30中京1）第4日 第12競走 ��
��1，200�

がまごおり

蒲 郡 特 別
発走16時00分 （芝・左）
4歳以上，500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

11 シャインサンデー 牝4栗 54 菱田 裕二森 保彦氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 420＋ 21：09．7 6．1�
612 フ ナ ウ タ 牝4栗 54 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 462－ 41：09．8� 6．9�
818	 ブラウンローズ 牝4黒鹿54 勝浦 正樹大塚 亮一氏 高橋 裕 新ひだか 平野牧場 458＋ 11：09．9クビ 12．9�
816 ポルボローネ 牝6栗 55 菊沢 一樹小林都美子氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 444－ 2 〃 ハナ 7．8�
12 ピ ナ ク ル ズ 
5黒鹿57 小崎 綾也ライオンレースホース� 牧田 和弥 むかわ 真壁 信一 B500± 01：10．11� 100．9�
24 コンピレーション 牡4黒鹿56 池添 謙一 	シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 470－101：10．2� 2．4

36 	 モアナブルー 牝4栗 54 北村 友一平川 浩之氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 470＋ 7 〃 クビ 48．5�
510	 シベリアンマッシブ 牡6黒鹿57 丸田 恭介藤田 在子氏 天間 昭一 新ひだか 木田牧場 484＋ 21：10．41� 150．2�
715 キセキノムスメ 牝5青鹿55 中井 裕二	協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 B456－ 2 〃 ハナ 20．6
817 サ リ ネ ロ 牝4黒鹿54 宮崎 北斗吉田 和美氏 中川 公成 米

Gaines－Gentry TBs, John
Hardy, Olin Gentry, Jude
Thompson & Thomas Gai

502＋ 41：10．5� 8．8�
714 サラデコラシオン 牝4栗 54 丹内 祐次川崎 賢二氏 岩戸 孝樹 新冠 前川 隆範 432－ 2 〃 クビ 91．1�
35 オイカケマショウ 牡4鹿 56 酒井 学小田切有一氏 谷 潔 浦河 木村牧場 472＋121：10．71� 183．1�
611	 トーコーブリザード 牡5芦 57 古川 吉洋森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか 岡田スタツド 468－ 21：10．91� 142．6�
713 ル イ 牡4鹿 56 松若 風馬西山 茂行氏 森 秀行 米 Rock Ridge Thor-

oughbreds, LLC B532＋ 81：11．0クビ 28．6�
48 	 ポートレイト 牝5黒鹿55 大庭 和弥グリーンスウォード高市 圭二 新冠 長浜牧場 430± 0 〃 ハナ 143．3�
59 サクラヴィオーラ 牝7栗 55 木幡 巧也�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡スタット 480＋ 21：11．42� 38．6�
23 	 サーワシントン 
4芦 56 秋山真一郎窪田 芳郎氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 454－101：12．46 62．8�
47 メイショウシャチ 牡5鹿 57 太宰 啓介松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 466－ 2 （競走中止） 30．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 51，617，100円 複勝： 70，124，700円 枠連： 36，519，300円
馬連： 114，540，000円 馬単： 50，261，500円 ワイド： 72，148，200円
3連複： 172，878，700円 3連単： 232，941，800円 計： 801，031，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 170円 � 230円 � 370円 枠 連（1－6） 2，390円

馬 連 �� 2，580円 馬 単 �� 4，910円

ワ イ ド �� 960円 �� 1，390円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 8，890円 3 連 単 ��� 50，210円

票 数

単勝票数 計 516171 的中 � 66654（2番人気）
複勝票数 計 701247 的中 � 125350（2番人気）� 77470（3番人気）� 40835（6番人気）
枠連票数 計 365193 的中 （1－6） 11827（9番人気）
馬連票数 計1145400 的中 �� 34306（9番人気）
馬単票数 計 502615 的中 �� 7672（14番人気）
ワイド票数 計 721482 的中 �� 19712（8番人気）�� 13232（12番人気）�� 12881（14番人気）
3連複票数 計1728787 的中 ��� 14571（25番人気）
3連単票数 計2329418 的中 ��� 3363（145番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．6―11．8―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．4―46．2―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．3
3 13，2，14（12，8，17）1，11，4（6，18）（10，16）15，3，5－9 4 13，2（12，14）（8，17）1（4，11）6（10，16，18）15（3，5）9

勝馬の
紹 介

シャインサンデー �
�
父 トワイニング �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．1．7 中山3着

2014．5．10生 牝4栗 母 マニックサンデー 母母 バブルプロスペクター 9戦2勝 賞金 24，034，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔競走中止〕 メイショウシャチ号は，発走後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ブラウンローズ号の調教師高橋裕は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

ピナクルズ号の騎手小崎綾也は，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・13
番）

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アンジェリー号・カロス号・サーストンアクセス号・シャイニングボルト号

３レース目



（30中京1）第4日 1月21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
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

265，280，000円
5，180，000円
15，930，000円
2，780，000円
32，030，000円
76，068，000円
5，858，400円
1，804，800円

勝馬投票券売得金
423，422，900円
890，834，900円
259，520，100円
1，076，170，700円
596，375，800円
688，658，800円
1，768，390，700円
3，085，601，900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 8，788，975，800円

総入場人員 15，108名 （有料入場人員 14，132名）
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