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02013 1月16日 晴 重 （29中京1）第2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 スズカフリオーソ 牡3栗 56
55 ☆加藤 祥太永井 啓弍氏 藤沢 則雄 浦河 田中スタッド 460－ 21：56．7 2．7�

714 クレイトンシチー 牡3鹿 56
55 ☆�島 克駿 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 下河辺牧場 478＋ 21：57．33� 15．6�

48 アシャカリブラ 牡3黒鹿 56
53 ▲荻野 極吉冨 学氏 斉藤 崇史 日高 シンボリ牧場 516－ 41：57．4� 18．3�

59 ミラクルシップ 牡3鹿 56 国分 恭介合同会社小林英一
ホールディングス 西村 真幸 日高 出口牧場 476± 01：57．5クビ 14．0�

12 シゲルボスザル 牡3黒鹿56 菱田 裕二森中 蕃氏 谷 潔 浦河 丸村村下
ファーム 452－ 4 〃 クビ 13．2�

35 シンゼンキング 牡3黒鹿 56
55 ☆義 英真原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 470＋ 21：57．6クビ 61．2	
47 オメガガーディアン 牡3鹿 56 岩田 康誠原 �子氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 558－ 41：58．02� 10．0

510 キモンズラブ 牝3芦 54

52 △伴 啓太小林 祥晃氏 武藤 善則 新ひだか 伊藤 敏明 B450± 01：58．1� 182．1�
23 セヴィルロアー 牡3鹿 56 丸山 元気北畑 忍氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 480＋ 21：58．42 3．6�
36 シ ロ イ バ ラ 牡3栗 56 西村 太一和田牧場 和田 正道 日高 スマイルファーム 478＋101：58．5� 297．1�
612 オヤマリンドウ 牡3青鹿 56

53 ▲菊沢 一樹加藤 泰章氏 松永 幹夫 新ひだか 猪野毛牧場 470－101：59．13� 28．7�
713 ジェニエニドッツ 牝3鹿 54

52 △木幡 初也ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 岡田スタツド 458－141：59．73� 267．8�
816 ゼットラック 牡3黒鹿56 古川 吉洋フォーレスト 宮 徹 浦河 杵臼牧場 466－ 61：59．91� 118．6�
815 ジャストヒーロー 牡3黒鹿 56

54 △井上 敏樹密山 根成氏 柴田 政人 新ひだか 岡田 猛 468± 02：00．96 185．2�
11 ウォースパイト 牡3芦 56 中谷 雄太 シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 514＋ 22：01．0� 6．1�
24 ブロンドブリランテ 牝3栗 54

53 ☆中井 裕二田頭 勇貴氏 石毛 善彦 浦河 村下 明博 420－ 6 （競走中止） 302．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，067，800円 複勝： 38，610，600円 枠連： 11，274，500円
馬連： 51，586，300円 馬単： 24，620，000円 ワイド： 33，977，400円
3連複： 74，770，100円 3連単： 94，833，500円 計： 352，740，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 380円 � 370円 枠 連（6－7） 1，640円

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 3，050円

ワ イ ド �� 770円 �� 780円 �� 3，380円

3 連 複 ��� 8，670円 3 連 単 ��� 34，120円

票 数

単勝票数 計 230678 的中 � 67788（1番人気）
複勝票数 計 386106 的中 � 118883（1番人気）� 20051（8番人気）� 20189（7番人気）
枠連票数 計 112745 的中 （6－7） 5326（8番人気）
馬連票数 計 515863 的中 �� 20300（6番人気）
馬単票数 計 246200 的中 �� 6045（10番人気）
ワイド票数 計 339774 的中 �� 11568（8番人気）�� 11545（9番人気）�� 2456（32番人気）
3連複票数 計 747701 的中 ��� 6468（32番人気）
3連単票数 計 948335 的中 ��� 2015（112番人気）

ハロンタイム 13．2―11．9―14．1―13．4―12．7―12．7―13．1―12．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．1―39．2―52．6―1：05．3―1：18．0―1：31．1―1：43．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズカフリオーソ �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 ブラックタイアフェアー デビュー 2016．11．26 京都2着

2014．5．10生 牡3栗 母 フランチェスカ 母母 ローマステーション 3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時55分に変更。
〔競走中止〕 ブロンドブリランテ号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 ブロンドブリランテ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。

02014 1月16日 晴 重 （29中京1）第2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）

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
1：21．9
1：21．5

良
不良

712 ヘヴンウェイ 牡3鹿 56
53 ▲坂井 瑠星野嶋 祥二氏 高橋 義忠 新ひだか 本桐牧場 486± 01：26．3 8．7�

713 カワキタエビデンス 牝3鹿 54
51 ▲荻野 極川島 吉男氏 渡辺 薫彦 新冠 川島牧場 426＋ 4 〃 クビ 3．5�

35 クリノアントニヌス 牡3栗 56
55 ☆�島 克駿栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 520－ 21：26．83 4．0�

34 ラッキーパンチ 牡3鹿 56
54 △木幡 初也田島榮二郎氏 矢野 英一 日高 坂 牧場 494＋ 61：26．9クビ 5．7�

46 レッドコマチ 牡3栗 56 横山 和生金山 敏也氏 竹内 正洋 新冠 川上牧場 446＋ 2 〃 クビ 27．3�
47 ファイブフォース 牝3鹿 54

52 △原田 和真�サンライズ 栗田 徹 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 458－101：27．11� 6．8	

815 フロイドフォンテン 牡3鹿 56 平野 優吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 480＋12 〃 ハナ 54．3

611 チ ェ ス 牝3黒鹿54 西村 太一諸岡 慶氏 久保田貴士 日高 北田 剛 446－ 21：27．41� 19．1�
22 キチロクエンパイア 牝3黒鹿 54

53 ☆中井 裕二山本 正美氏 二本柳俊一 新冠 村田牧場 456＋ 21：27．61� 44．4�
814 スターファルコン 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼中本 行則氏 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 462－ 21：27．92 162．3
11 タガノブルゴーニュ 牡3鹿 56 藤懸 貴志八木 良司氏 奥村 豊 浦河 大北牧場 494＋ 81：28．0クビ 164．7�
59 アイフィルプリティ 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹吉田 照哉氏 田中 剛 新冠 スカイビーチステーブル 476＋ 2 〃 クビ 36．7�
23 メイショウアッパレ 牡3鹿 56

54 △城戸 義政松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 488＋ 41：28．74 8．9�
610 モリヲカエセ 牝3栗 54

52 △井上 敏樹小田切有一氏 本間 忍 浦河 木村牧場 436± 01：29．23 249．3�
58 バージンファントム 牝3鹿 54

53 ☆義 英真泉 一郎氏 飯田 祐史 新ひだか 沖田 哲夫 432－121：30．79 235．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 19，198，000円 複勝： 29，208，400円 枠連： 11，399，600円
馬連： 41，931，300円 馬単： 19，462，200円 ワイド： 27，629，800円
3連複： 60，834，300円 3連単： 73，768，200円 計： 283，431，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 220円 � 150円 � 160円 枠 連（7－7） 1，490円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 4，040円

ワ イ ド �� 500円 �� 540円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 13，590円

票 数

単勝票数 計 191980 的中 � 17477（5番人気）
複勝票数 計 292084 的中 � 28491（5番人気）� 56195（1番人気）� 50605（2番人気）
枠連票数 計 113996 的中 （7－7） 5903（7番人気）
馬連票数 計 419313 的中 �� 23227（4番人気）
馬単票数 計 194622 的中 �� 3610（18番人気）
ワイド票数 計 276298 的中 �� 13639（3番人気）�� 12448（6番人気）�� 23384（1番人気）
3連複票数 計 608343 的中 ��� 32250（1番人気）
3連単票数 計 737682 的中 ��� 3935（27番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．9―12．7―13．1―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．3―35．2―47．9―1：01．0―1：13．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヘヴンウェイ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．7．9 中京4着

2014．3．13生 牡3鹿 母 リードザウェイ 母母 プレイズポーラ 5戦1勝 賞金 6，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時20分に変更。
※出走取消馬 アスターフィール号（疾病〔右前肢跛行〕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） 1頭 ウェルカムキッス号
（非抽選馬） 1頭 ペラッチ号

第１回 中京競馬 第２日〔代替競馬〕



02015 1月16日 晴 重 （29中京1）第2日 第3競走 1，200�サラブレッド系4歳以上
発走10時50分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
本 賞 7，500，000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
1：10．1
1：08．7

重
重

815 メイショウマイカゼ 牝4黒鹿 54
53 ☆�島 克駿松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 440± 01：12．8 7．8�

35 グルーヴァー 牝6青鹿 55
54 ☆加藤 祥太吉田 勝己氏 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 520＋ 41：12．9� 15．3�

11 セ ン グ ウ 牝5栗 55
54 ☆岩崎 翼重松 國建氏 加藤 敬二 浦河 榊原 敏明 472＋ 41：13．11� 18．5�

612 オージーアイドル 牝5鹿 55
52 ▲荻野 極窪田 康志氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 456＋ 4 〃 アタマ 12．5�

24 エ ク ス シ ア 牝6鹿 55
54 ☆中井 裕二岡田 牧雄氏 大江原 哲 新冠 須崎牧場 442＋ 2 〃 クビ 13．1�

510 スキースクール 牝5青鹿55 藤岡 康太 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 480－ 2 〃 ハナ 1．7�

816 コウエイラブリー 牝5鹿 55 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 久井牧場 502－ 41：13．2� 9．0	
713 キョウエイボヌール 牝6栗 55 宮崎 北斗田中 晴夫氏 武市 康男 浦河 山春牧場 B474＋ 41：13．3� 78．7

48 � ラ フ ァ ー ガ 牝5青鹿 55

53 △井上 敏樹岡田 壮史氏 本間 忍 浦河 王蔵牧場 494＋201：13．51 36．3�
47 メイショウラバンド 牝6鹿 55 菱田 裕二松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 458± 01：14．03 20．5�
12 ヤマニンアタシャン 牝6鹿 55

53 △木幡 初也土井 肇氏 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 440＋161：14．1クビ 122．8
36 � クラウンエンジェル 牝5青鹿55 丸田 恭介矢野まり子氏 松永 康利 浦河 山田 昇史 456＋22 〃 ハナ 171．0�
611 スマイルハッピー 牝5鹿 55

53 △原田 和真臼倉 勲氏 田中 清隆 浦河 山田 昇史 452＋ 21：14．2� 134．0�
714 アッパレドンキ 牝4鹿 54 荻野 琢真廣崎利洋HD� 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 422＋101：14．52 16．6�
59 � クリノマッタホルン 牝7青鹿55 的場 勇人栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 日西牧場 458－ 41：15．67 416．1�
23 � エアリーチューン 牝5黒鹿55 藤懸 貴志中島 稔氏 柴田 光陽 千歳 社台ファーム 406＋141：15．81� 379．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，133，800円 複勝： 45，461，300円 枠連： 12，105，300円
馬連： 47，001，900円 馬単： 27，119，200円 ワイド： 33，354，600円
3連複： 69，657，900円 3連単： 103，848，600円 計： 362，682，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 310円 � 600円 � 520円 枠 連（3－8） 3，820円

馬 連 �� 6，970円 馬 単 �� 14，990円

ワ イ ド �� 1，800円 �� 2，180円 �� 2，940円

3 連 複 ��� 33，590円 3 連 単 ��� 179，260円

票 数

単勝票数 計 241338 的中 � 24441（2番人気）
複勝票数 計 454613 的中 � 42649（2番人気）� 18707（8番人気）� 22086（6番人気）
枠連票数 計 121053 的中 （3－8） 2454（13番人気）
馬連票数 計 470019 的中 �� 5219（16番人気）
馬単票数 計 271192 的中 �� 1356（38番人気）
ワイド票数 計 333546 的中 �� 4806（16番人気）�� 3951（23番人気）�� 2897（34番人気）
3連複票数 計 696579 的中 ��� 1555（81番人気）
3連単票数 計1038486 的中 ��� 420（395番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．6―12．3―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．5―35．1―47．4―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウマイカゼ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 スキャターザゴールド デビュー 2015．8．8 小倉1着

2013．5．6生 牝4黒鹿 母 メイショウベーネ 母母 ラ リ シ ェ ス 15戦2勝 賞金 21，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時45分に変更。
※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 ヒワラニ号

02016 1月16日 晴 重 （29中京1）第2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3：16．7良

712 シゲルナガイワシ 牡4栗 59 植野 貴也森中 蕃氏 松永 康利 日高 船越牧場 464＋103：21．7 120．8�
46 ベストサポーター 牡4青鹿59 金子 光希西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 520＋ 63：21．8� 3．5�
711� アサクサゴールド 牡7黒鹿60 浜野谷憲尚田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 468＋ 2 〃 アタマ 4．0�
45 アレルキナーダ 牝4鹿 57 白浜 雄造服部 統祥氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 504＋ 23：21．9� 9．8�
58 � トレモロアーム 牡6黒鹿60 草野 太郎佐々木雄二氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 474＋ 63：22．0� 58．3�
57 � エクセレントミノル 牡6鹿 60 蓑島 靖典吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 484－123：25．9大差 47．4�
69 バイタルフォルム 牡7黒鹿60 上野 翔ディアレストクラブ	 新開 幸一 浦河 藤春 修二 512＋183：26．11� 22．9

33 ジ ェ ラ ル ド 	8栗 60 高田 潤 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 490＋ 63：26．2� 2．3�
813 メメニシコリ 牡4鹿 59 西谷 誠本谷 惠氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 454－ 43：26．41
 60．2
22 ラ マ レ 牡4栗 59 石神 深一ライオンレースホース	 池上 昌弘 浦河 浦河日成牧場 482＋ 83：27．57 30．5�
814 セイウンタキノボリ 牡4鹿 59 鈴木 慶太成田 隆好氏 尾形 和幸 新ひだか 今 牧場 492＋ 43：29．3大差 138．1�
34 クリスティアーノ 牝4青鹿57 高野 和馬井村誉志雄氏 清水 英克 新ひだか 平野牧場 456＋103：30．25 60．3�
11 カ ド バ ン 牝4栗 57 五十嵐雄祐芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 422－143：34．0大差 114．3�
610� デ ブ リ ン 牡5栗 60 平沢 健治一村 哲也氏 森 秀行 米 T/C Sta-

ble, LLC 534＋12 （競走中止） 29．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 18，603，900円 複勝： 19，609，800円 枠連： 10，479，900円
馬連： 29，796，600円 馬単： 18，839，000円 ワイド： 20，116，000円
3連複： 50，645，200円 3連単： 75，550，600円 計： 243，641，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 12，080円 複 勝 � 1，530円 � 120円 � 140円 枠 連（4－7） 380円

馬 連 �� 23，750円 馬 単 �� 64，220円

ワ イ ド �� 5，080円 �� 3，930円 �� 210円

3 連 複 ��� 14，250円 3 連 単 ��� 195，620円

票 数

単勝票数 計 186039 的中 � 1232（13番人気）
複勝票数 計 196098 的中 � 1791（13番人気）� 55882（1番人気）� 40472（2番人気）
枠連票数 計 104799 的中 （4－7） 20926（1番人気）
馬連票数 計 297966 的中 �� 972（43番人気）
馬単票数 計 188390 的中 �� 220（90番人気）
ワイド票数 計 201160 的中 �� 860（44番人気）�� 1116（35番人気）�� 32488（1番人気）
3連複票数 計 506452 的中 ��� 2665（38番人気）
3連単票数 計 755506 的中 ��� 280（396番人気）
上り 1マイル 1：48．3 4F 53．9－3F 40．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シゲルナガイワシ �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 ラストタイクーン デビュー 2015．7．5 福島15着

2013．2．3生 牡4栗 母 ヤマノビーナス 母母 ポイントメーカー 障害：1戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時15分に変更。
〔競走中止〕 デブリン号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため2周目4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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 モアザンイナフ号
（非抽選馬） 3頭 ゴールドメダリオン号・スズカグランデ号・プールアンレーヴ号



02017 1月16日 晴 重 （29中京1）第2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
1：58．4
1：56．1

良
良

11 タガノアスワド 牝3黒鹿54 国分 恭介八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 508 ―2：05．8 3．8�

713 ロッキーバローズ 牡3鹿 56 中谷 雄太猪熊 広次氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 524 ―2：06．43� 5．5�
59 デザートスネーク 牡3鹿 56 松田 大作石瀬 浩三氏 武井 亮 日高 出口牧場 478 ―2：06．5� 93．3�
815 ナリタアマリリス 牝3黒鹿 54

51 ▲荻野 極�オースミ 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 436 ―2：06．71� 15．2�
510 ゼットディーン 牡3青鹿 56

55 ☆�島 克駿�フォーレスト 宮 徹 新冠 カミイスタット 488 ―2：07．44 23．5	
612 アンフェインド 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太加藤 誠氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 492 ―2：07．5� 14．8

24 シュペルブバロン 牡3栗 56 丸田 恭介ディアレストクラブ� 浅見 秀一 日高 野島牧場 494 ―2：07．71� 18．7�
48 ディヴィデンド 牡3青鹿56 松山 弘平近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 452 ―2：07．91� 73．6�
36 クラウンジュエリー 牡3栗 56 藤岡 佑介杉山 一穂氏 中内田充正 浦河 三嶋牧場 456 ― 〃 クビ 57．0
12 ラニカイブルーム 牡3黒鹿56 菱田 裕二横瀬 兼二氏 山内 研二 日高 メイプルファーム 504 ― 〃 アタマ 26．7�
47 マテンロウオスカー 牡3栗 56 岡田 祥嗣寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 468 ―2：08．0� 6．1�
816 クリンチャー 牡3鹿 56 丸山 元気�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 476 ― 〃 クビ 34．4�
611 デルマミダレガミ 牝3鹿 54 横山 和生浅沼 廣幸氏 小野 次郎 千歳 社台ファーム 440 ―2：08．21� 73．0�
714 ツーエムアーマー 牡3栗 56

53 ▲坂井 瑠星村上 憲政氏 大橋 勇樹 新冠 石郷岡 雅樹 484 ―2：08．62� 14．5�
23 トーホウケタール 牡3鹿 56 古川 吉洋東豊物産� 本田 優 日高 竹島 幸治 484 ―2：09．55 72．0�
35 サトノポラリス 牡3鹿 56 岩田 康誠里見 治氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 512 ― 〃 クビ 4．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，599，900円 複勝： 38，752，600円 枠連： 15，320，400円
馬連： 52，134，700円 馬単： 24，716，800円 ワイド： 38，436，400円
3連複： 71，246，200円 3連単： 88，835，500円 計： 361，042，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 200円 � 1，970円 枠 連（1－7） 730円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 450円 �� 8，690円 �� 8，610円

3 連 複 ��� 40，140円 3 連 単 ��� 131，970円

票 数

単勝票数 計 315999 的中 � 65646（1番人気）
複勝票数 計 387526 的中 � 81561（1番人気）� 54906（3番人気）� 3481（16番人気）
枠連票数 計 153204 的中 （1－7） 16114（1番人気）
馬連票数 計 521347 的中 �� 39713（1番人気）
馬単票数 計 247168 的中 �� 11149（1番人気）
ワイド票数 計 384364 的中 �� 24438（2番人気）�� 1072（73番人気）�� 1082（71番人気）
3連複票数 計 712462 的中 ��� 1331（133番人気）
3連単票数 計 888355 的中 ��� 488（457番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．4―25．4―38．8―51．7―1：04．7―1：17．8―1：30．9―1：42．9―1：54．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F34．9
1
3

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

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

タガノアスワド �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 スピニングワールド 初出走

2014．3．28生 牝3黒鹿 母 エイシンミュー 母母 エイシンブライドル 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時50分に変更。

02018 1月16日 小雪 重 （29中京1）第2日 第6競走 1，800�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 7，500，000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

610 クリッパールート 牝5黒鹿55 秋山真一郎�G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 468＋ 21：55．3 4．7�
611� バードオンアスク 牝6鹿 55 岩田 康誠戸賀 智子氏 中舘 英二 新ひだか 藤原牧場 498－ 2 〃 クビ 10．4�
23 コパノビジン 牝4鹿 54 嶋田 純次小林 祥晃氏 手塚 貴久 日高 ヤナガワ牧場 B470± 01：55．93� 5．3�
712 クラウンロマン 牝4芦 54 横山 和生矢野まり子氏 小野 次郎 新冠 ヤマタケ牧場 448＋ 21：56．0クビ 65．0�
22 エミーズレシピ 牝4鹿 54 菱田 裕二ユアストーリー 安田 隆行 浦河 高村牧場 496＋101：56．21� 4．9�
34 メイショウナゴミ 牝5青鹿 55

52 ▲坂井 瑠星松本 好	氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 458＋ 2 〃 クビ 4．6

815 コリャコリャ 牝6鹿 55

53 △井上 敏樹小田切有一氏 星野 忍 新ひだか 田中 裕之 490＋ 81：56．3クビ 110．0�
47 � カラフルマーメイド 牝5鹿 55 岡田 祥嗣谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 478－ 8 〃 クビ 14．8�
35 ティルヴィング 牝4青鹿54 古川 吉洋前田 幸治氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 462＋101：56．61� 12．0
814 グッドタイムロール 牝6栗 55

54 ☆加藤 祥太�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社
ノースヒルズ 532＋241：56．81 32．2�

713 カズノネネヒメ 牝5鹿 55 丸山 元気鈴木 可一氏 小西 一男 浦河 谷川牧場 462－ 21：57．65 86．9�
11 ティープラズマ 牝4黒鹿 54

52 △城戸 義政深見 富朗氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 472＋ 2 〃 クビ 14．3�
58 � モ シ モ シ 牝7黒鹿55 中谷 雄太小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 422－ 41：57．91� 40．2�
46 シトロプシス 牝4鹿 54 丸田 恭介 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 482＋221：58．32� 50．4�
59 � ポップスキャット 牝5黒鹿 55

52 ▲菊沢 一樹今中 俊平氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 434＋161：59．47 198．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 22，578，500円 複勝： 35，158，800円 枠連： 15，333，100円
馬連： 48，106，100円 馬単： 22，057，600円 ワイド： 32，964，700円
3連複： 71，629，600円 3連単： 90，050，300円 計： 337，878，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 250円 � 150円 枠 連（6－6） 2，370円

馬 連 �� 2，490円 馬 単 �� 4，120円

ワ イ ド �� 720円 �� 360円 �� 880円

3 連 複 ��� 3，630円 3 連 単 ��� 21，420円

票 数

単勝票数 計 225785 的中 � 38049（2番人気）
複勝票数 計 351588 的中 � 60919（2番人気）� 29296（5番人気）� 66618（1番人気）
枠連票数 計 153331 的中 （6－6） 4999（8番人気）
馬連票数 計 481061 的中 �� 14957（8番人気）
馬単票数 計 220576 的中 �� 4011（13番人気）
ワイド票数 計 329647 的中 �� 11390（7番人気）�� 25172（2番人気）�� 9134（10番人気）
3連複票数 計 716296 的中 ��� 14772（9番人気）
3連単票数 計 900503 的中 ��� 3047（50番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．8―38．3―51．6―1：04．6―1：17．2―1：29．9―1：42．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリッパールート �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．1．31 東京6着

2012．1．28生 牝5黒鹿 母 ロイヤルクリッパー 母母 ティークリッパー 12戦3勝 賞金 24，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時15分に変更。
※出走取消馬 マサノホーク号（疾病〔左前肢跛行〕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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 シトロン号・スイートガーデン号・デフィニール号



02019 1月16日 晴 重 （29中京1）第2日 第7競走 ��1，600�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
1：32．8
1：30．7

良
良

714 メイショウオワラ 牝3鹿 54 菱田 裕二松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 446± 01：35．6 52．9�
59 メイズオブオナー 牝3鹿 54 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 446＋ 2 〃 クビ 7．8�
48 ホウオウジャンプ 牡3鹿 56 丸山 元気小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 518＋ 41：35．92 9．8�
24 ジャーミネイト 牡3鹿 56 丸田 恭介 �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 462＋161：36．0クビ 15．1�
816 エイシンルーク 牡3黒鹿56 藤岡 佑介�栄進堂 藤岡 健一 浦河 多田 善弘 504－ 4 〃 クビ 5．0	
47 キラービューティ 牝3栗 54 中谷 雄太 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 444± 01：36．21� 3．2

815 オ ー ス タ ラ 牝3鹿 54 国分 恭介永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 下河辺牧場 466＋181：36．3� 10．6�
612 イ ズ ナ 牝3黒鹿54 秋山真一郎杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 416－ 61：36．51� 5．3�
23 アストロノート 牝3鹿 54 松山 弘平 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 408－ 4 〃 アタマ 19．2
35 ブルベアバイソン 牡3栗 56

53 ▲荻野 極 �ブルアンドベア 坂口 正則 新ひだか 畠山牧場 470＋ 21：37．03 44．2�
510 グローリファイ 牝3栗 54 松田 大作 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 430－ 81：37．21� 26．8�
12 コスモカンナム 牡3鹿 56 黛 弘人岡田 繁幸氏 高橋 文雅 新ひだか 木村 秀則 442＋ 41：37．62� 150．4�
11 ハルネセジール 牝3栗 54

51 ▲菊沢 一樹二宮 一之氏 畠山 吉宏 浦河 山田 昇史 398－ 21：37．81� 83．6�
713 コウユーカゼニノリ 牡3栗 56

54 △原田 和真加治屋貞光氏 和田 雄二 平取 稲原牧場 440＋ 41：37．9� 240．1�
36 モ ク シ ュ ラ 牝3鹿 54

51 ▲坂井 瑠星池谷 誠一氏 萩原 清 新ひだか 西村 和夫 434＋ 81：38．1� 92．9�
611 ミ コ キ ラ ラ 牝3鹿 54

52 △木幡 初也古賀 慎一氏 谷原 義明 新冠 若林牧場 418＋ 21：38．52� 312．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，773，100円 複勝： 38，967，800円 枠連： 16，453，300円
馬連： 57，625，400円 馬単： 27，090，700円 ワイド： 36，747，500円
3連複： 82，006，200円 3連単： 104，187，100円 計： 389，851，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，290円 複 勝 � 1，290円 � 260円 � 310円 枠 連（5－7） 11，290円

馬 連 �� 29，380円 馬 単 �� 51，300円

ワ イ ド �� 5，910円 �� 7，330円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 80，600円 3 連 単 ��� 848，710円

票 数

単勝票数 計 267731 的中 � 4042（11番人気）
複勝票数 計 389678 的中 � 6644（11番人気）� 44313（4番人気）� 35117（5番人気）
枠連票数 計 164533 的中 （5－7） 1129（25番人気）
馬連票数 計 576254 的中 �� 1520（50番人気）
馬単票数 計 270907 的中 �� 396（96番人気）
ワイド票数 計 367475 的中 �� 1581（48番人気）�� 1273（56番人気）�� 7203（15番人気）
3連複票数 計 820062 的中 ��� 763（145番人気）
3連単票数 計1041871 的中 ��� 89（1166番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．7―47．7―59．8―1：11．9―1：23．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．9―3F35．8

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

勝馬の
紹 介

メイショウオワラ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2016．9．24 阪神9着

2014．2．12生 牝3鹿 母 メイショウヤワラ 母母 メイショウサンサン 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時40分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 トミケンリディカ号
（非抽選馬） 7頭 アスタークライ号・アラハバード号・コスモメイプル号・シゲルタイガー号・スパイクナード号・マッセル号・

メイアリス号

02020 1月16日 晴 稍重 （29中京1）第2日 第8競走 1，400�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
1：21．9
1：21．5

良
不良

713 エミネントレコード 牡6鹿 57
54 ▲坂井 瑠星�G1レーシング 西浦 勝一 千歳 社台ファーム B496＋ 81：25．8 53．3�

23 アオイサンシャイン 牝4黒鹿 54
53 ☆加藤 祥太新谷 幸義氏 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520＋ 81：25．9� 7．2�
815� プレスアテンション 牡6栗 57 松山 弘平金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 536± 01：26．11� 16．0�
47 � ヒルノサルバドール 牡4栗 56 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 438＋ 11：26．2� 9．9�
36 タ ニ ガ ワ 牡4鹿 56

54 △伴 啓太江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 482＋ 6 〃 ハナ 9．7�
611 スモモチャン 牝4栗 54

52 △原田 和真ケンレーシング組合 大和田 成 千歳 社台ファーム 442＋ 61：26．41 51．3	
11 タイセイプレゼンス 牡4黒鹿56 藤岡 康太田中 成奉氏 高橋 義忠 浦河 高昭牧場 478－ 61：26．61� 3．1

714� マイハーベスト 牝4鹿 54 丸山 元気西城 公雄氏 松永 康利 日高 メイプルファーム 460－ 1 〃 アタマ 82．8�
510 エイシンミノアカ 牝4黒鹿54 岩田 康誠�栄進堂 坂口 正則 浦河 高野牧場 440＋ 8 〃 ハナ 6．0�
612 ロワノワール 牡4黒鹿56 横山 和生坂本 浩一氏 奥村 武 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 41：26．81 11．3
35 リヴァイバル 牝4栗 54 菱田 裕二杉山 忠国氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 482＋12 〃 ハナ 5．9�
48 ワンダーバイファル 牡6鹿 57 国分 恭介山本 信行氏 牧田 和弥 浦河 大島牧場 474＋ 4 〃 ハナ 45．2�
24 トップアドバンス 牡6鹿 57

54 ▲菊沢 一樹柳内 正基氏 勢司 和浩 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 486＋ 61：27．22� 63．8�

12 スズトラッド 牡6鹿 57
55 △木幡 初也森 達郎氏 高橋 裕 新ひだか 山際セントラルスタッド 500－ 81：27．41� 242．8�

816� ハギノフェリス 牝6鹿 55 中谷 雄太安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 428＋161：27．82� 129．5�
59 � ホッコースイセイ 牝4栗 54

53 ☆義 英真北幸商事� 飯田 祐史 日高 川端 正博 456－ 91：28．54 114．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，113，100円 複勝： 45，200，500円 枠連： 16，434，600円
馬連： 65，937，600円 馬単： 30，050，400円 ワイド： 43，110，700円
3連複： 92，993，800円 3連単： 122，906，500円 計： 447，747，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，330円 複 勝 � 1，260円 � 260円 � 490円 枠 連（2－7） 8，170円

馬 連 �� 19，060円 馬 単 �� 51，810円

ワ イ ド �� 4，110円 �� 6，840円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 72，200円 3 連 単 ��� 468，980円

票 数

単勝票数 計 311131 的中 � 4663（11番人気）
複勝票数 計 452005 的中 � 8302（11番人気）� 51725（4番人気）� 23726（8番人気）
枠連票数 計 164346 的中 （2－7） 1558（29番人気）
馬連票数 計 659376 的中 �� 2681（40番人気）
馬単票数 計 300504 的中 �� 435（103番人気）
ワイド票数 計 431107 的中 �� 2696（38番人気）�� 1608（55番人気）�� 5846（22番人気）
3連複票数 計 929938 的中 ��� 966（156番人気）
3連単票数 計1229065 的中 ��� 190（950番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―12．1―12．5―12．9―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．4―47．9―1：00．8―1：13．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エミネントレコード �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2013．9．17 阪神7着

2011．3．3生 牡6鹿 母 エミネントピークス 母母 グレイエミネンス 25戦2勝 賞金 30，500，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時05分に変更。
※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 アイファーサンディ号・ウインアンビション号・キセキノムスメ号・ビタミンエース号



02021 1月16日 晴 稍重 （29中京1）第2日 第9競走 1，900�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 7，500，000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

612 サンホッブズ 牡4鹿 56 古川 吉洋 �加藤ステーブル 中舘 英二 浦河 日の出牧場 480± 02：02．1 4．0�
713 プ エ ル ト �5鹿 57 丸田 恭介池谷 誠一氏 大竹 正博 洞�湖 レイクヴィラファーム 534＋102：02．2� 9．7�
59 サトノメダリスト 牡5黒鹿57 岩田 康誠里見 治氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 514－ 82：02．62� 3．8�
36 トミケンシェルフ 牡5栗 57

56 ☆加藤 祥太冨樫 賢二氏 武井 亮 日高 沖田牧場 B488－ 42：02．81 9．5�
714 スノードルフィン 牡4黒鹿56 藤岡 康太 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 B496＋202：02．9� 6．2�
47 ピアシングステア 牡5栗 57 横山 和生水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 496＋ 42：03．32� 8．1	
815� グローサーザール 牡4栗 56

54 △木幡 初也 
社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム B532＋212：03．4� 13．9�
48 グランジャー 牡4栗 56

53 ▲坂井 瑠星水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 B528＋ 22：03．72 16．9�
12 � キングズアフェアー �5黒鹿57 中谷 雄太吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 536＋302：03．91	 31．3
510 メイショウヨイチ 牡4鹿 56

53 ▲荻野 極松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 
川フアーム 496＋162：04．22 63．2�
35 ダンツペレット 牡4芦 56 松山 弘平山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 506＋ 62：04．52 32．6�
23 フィールドリアン 牡5黒鹿57 秋山真一郎地田 勝三氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 478＋ 4 〃 ハナ 51．1�
611 シゲルケンカヤマ 牡5栗 57

55 △原田 和真森中 蕃氏 和田 雄二 浦河 馬道 繁樹 496＋ 42：04．7� 89．7�
11 ギ ン パ リ 牡5青鹿57 宮崎 北斗新井原 博氏 武市 康男 新冠 守矢牧場 512＋162：04．91� 134．8�
816 ギブナッシンバック 牝4栗 54 黛 弘人ディアレストクラブ� 栗田 徹 浦河 小島牧場 480－ 22：06．17 157．3�

（15頭）
24 ミッキーデータ �6鹿 57 藤岡 佑介野田みづき氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 31，923，400円 複勝： 42，685，700円 枠連： 18，227，000円
馬連： 70，475，700円 馬単： 31，484，700円 ワイド： 42，834，900円
3連複： 100，195，400円 3連単： 133，533，300円 計： 471，360，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 140円 � 280円 � 170円 枠 連（6－7） 620円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 2，710円

ワ イ ド �� 570円 �� 370円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 2，770円 3 連 単 ��� 14，500円

票 数

単勝票数 計 319234 的中 � 63728（2番人気）
複勝票数 計 426857 的中 � 97996（1番人気）� 30576（6番人気）� 67867（2番人気）
枠連票数 計 182270 的中 （6－7） 22782（1番人気）
馬連票数 計 704757 的中 �� 35543（6番人気）
馬単票数 計 314847 的中 �� 8694（8番人気）
ワイド票数 計 428349 的中 �� 19015（5番人気）�� 31961（1番人気）�� 10194（13番人気）
3連複票数 計1001954 的中 ��� 27043（7番人気）
3連単票数 計1335333 的中 ��� 6674（26番人気）

ハロンタイム 7．4―11．9―12．4―14．0―13．2―12．5―12．6―12．4―12．3―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―19．3―31．7―45．7―58．9―1：11．4―1：24．0―1：36．4―1：48．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サンホッブズ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．6．27 東京7着

2013．4．7生 牡4鹿 母 パ ピ ュ ラ 母母 ノースフライト 16戦2勝 賞金 25，670，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時30分に変更。
〔出走取消〕 ミッキーデータ号は，疾病〔創傷性左角膜炎〕のため出走取消。
〔制裁〕 トミケンシェルフ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。

プエルト号の騎手丸田恭介は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 アガスティア号・クリミアタイガー号

02022 1月16日 晴 稍重 （29中京1）第2日 第10競走 ��1，400�は こ べ ら 賞
発走14時50分 （ダート・左）

3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

11 アディラート 牡3黒鹿56 松山 弘平安原 浩司氏 須貝 尚介 新ひだか タガミファーム 492－ 41：25．0 1．3�
59 サ ノ サ マ ー 牡3栗 56 藤岡 佑介佐野 信幸氏 中舘 英二 浦河 日の出牧場 466＋201：25．53 19．5�
815 テイエムヒッタマゲ 牡3栗 56 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 鹿児島 テイエム牧場 488＋ 21：25．71� 39．4�
35 サンマルライバル 牡3青鹿56 黛 弘人相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 474－ 6 〃 ハナ 33．0�
611 アフターバーナー 牡3鹿 56 丸山 元気 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B504＋ 21：25．8� 7．7�
612 メイショウミズカゼ 牡3栗 56 義 英真松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 464＋ 81：26．22� 10．8�
36 キタノユーリン 牝3鹿 54 丸田 恭介北所 直人氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 478± 0 〃 アタマ 55．8	
12 メイクグローリー 牡3栗 56 国分 恭介ライオンレースホース
 西村 真幸 浦河 絵笛牧場 B470－ 2 〃 アタマ 97．6�
714 サ ル タ ー ト 牝3栗 54 菱田 裕二 �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 444－ 21：26．3クビ 79．8
48 ク テ ィ ノ ス 牡3鹿 56 秋山真一郎金山 敏也氏 栗田 徹 新冠 樋渡 志尚 466－ 81：26．51� 48．2�
713 テンザワールド 牡3栗 56 中谷 雄太天白 泰司氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 430＋ 21：26．81� 15．7�
23 ゴールドスカル 牡3栗 56 松田 大作
KTレーシング 武井 亮 新ひだか 平野牧場 474＋ 41：26．9� 133．5�
47 タマモサザンクロス 牡3黒鹿56 �島 克駿タマモ
 藤沢 則雄 日高 スマイルファーム 446＋ 21：27．43 28．6�
816 スリーミスヨハネス 牝3鹿 54 加藤 祥太永井商事
 加藤 敬二 浦河 辻 牧場 432－ 61：27．5クビ 44．2�
510 タ テ ヤ マ 牡3栗 56 岩崎 翼小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 438－ 61：28．24 81．9�
24 テイエムソッキュウ 	3青鹿56 藤懸 貴志竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 484＋ 81：29．15 308．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，190，100円 複勝： 120，180，500円 枠連： 33，814，300円
馬連： 109，299，300円 馬単： 74，149，900円 ワイド： 73，311，100円
3連複： 166，966，800円 3連単： 333，188，500円 計： 969，100，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 330円 � 680円 枠 連（1－5） 970円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 530円 �� 1，420円 �� 10，270円

3 連 複 ��� 18，910円 3 連 単 ��� 39，030円

票 数

単勝票数 計 581901 的中 � 333897（1番人気）
複勝票数 計1201805 的中 � 773420（1番人気）� 38803（5番人気）� 16341（9番人気）
枠連票数 計 338143 的中 （1－5） 26858（3番人気）
馬連票数 計1092993 的中 �� 76066（4番人気）
馬単票数 計 741499 的中 �� 45521（4番人気）
ワイド票数 計 733111 的中 �� 38268（4番人気）�� 13070（14番人気）�� 1722（62番人気）
3連複票数 計1669668 的中 ��� 6622（55番人気）
3連単票数 計3331885 的中 ��� 6188（105番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．2―12．1―12．9―12．8―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．6―33．8―45．9―58．8―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アディラート �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2016．10．10 京都2着

2014．2．13生 牡3黒鹿 母 ナリタブルースター 母母 ストームティグレス 5戦2勝 賞金 18，678，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時00分に変更。
〔制裁〕 メイショウミズカゼ号の騎手義英真は，最後の直線コースで蛇行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：13番）
※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 グッドヒューマー号・メイショウジーク号



02023 1月16日 晴 稍重 （29中京1）第2日 第11競走 ��1，400�
ち り ゅ う

知 立 特 別
発走15時25分 （芝・左）

4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．8
1：19．0

良
良

58 スマートカルロス 牡5鹿 57 �島 克駿大川 徹氏 浅見 秀一 日高 豊洋牧場 478± 01：21．8 5．8�
34 ワントゥワン 牝4黒鹿54 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 442± 0 〃 クビ 2．6�
611 メイショウヤマホコ 牡7黒鹿57 秋山真一郎松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 天羽牧場 480＋ 61：22．11� 22．6�
610 シゲルノコギリザメ 牡4黒鹿56 中谷 雄太森中 蕃氏 谷 潔 浦河 ガーベラパー

クスタツド 490＋ 21：22．2� 10．3�
46 センセーション 牝6鹿 55 藤岡 康太田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 B484－ 8 〃 ハナ 14．0�
815 リヴィエール 牝6芦 55 黛 弘人杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 488＋ 8 〃 クビ 8．1�
35 ブレイズガール 牝4鹿 54 加藤 祥太岡田 牧雄氏 飯田 雄三 日高 旭 牧場 B490＋ 81：22．3� 10．6	
59 	 レインボーラヴラヴ 牝6青鹿55 松田 大作飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 468＋ 6 〃 ハナ 43．2

22 ドルチャーリオ 牡4栗 56 松山 弘平 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444－ 2 〃 アタマ 7．5�
11 ブラウンカイ 牡6鹿 57 丸山 元気キャピタルクラブ 武藤 善則 新ひだか 沖田 博志 486＋121：22．51
 157．9�
713	 ウイングパラダイス 牝6鹿 55 小林 徹弥池田 實氏 目野 哲也 新ひだか フジワラフアーム 486－ 4 〃 ハナ 110．8
47 ロンギングゴールド 牡7黒鹿57 横山 和生坂本 浩一氏 小野 次郎 千歳 社台ファーム 468＋ 81：22．71
 128．4�
814	 キングクリチャン 牡8栗 57 坂井 瑠星栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 B500－ 41：22．91
 275．1�
712	 テ ン テ マ リ 牝6黒鹿55 菱田 裕二合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B444± 01：23．0クビ 12．5�
23 インストアイベント 牡7栗 57 菊沢 一樹 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 484－ 2 〃 クビ 73．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 71，410，700円 複勝： 101，985，400円 枠連： 48，552，100円
馬連： 230，349，200円 馬単： 101，421，300円 ワイド： 122，770，000円
3連複： 381，370，100円 3連単： 582，291，200円 計： 1，640，150，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 170円 � 140円 � 390円 枠 連（3－5） 610円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，770円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 5，490円 3 連 単 ��� 26，250円

票 数

単勝票数 計 714107 的中 � 97092（2番人気）
複勝票数 計1019854 的中 � 154277（2番人気）� 245012（1番人気）� 48636（9番人気）
枠連票数 計 485521 的中 （3－5） 60854（1番人気）
馬連票数 計2303492 的中 �� 216026（1番人気）
馬単票数 計1014213 的中 �� 37442（4番人気）
ワイド票数 計1227700 的中 �� 110257（1番人気）�� 16374（26番人気）�� 24641（15番人気）
3連複票数 計3813701 的中 ��� 52028（18番人気）
3連単票数 計5822912 的中 ��� 16079（87番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．6―11．9―11．6―11．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．2―47．1―58．7―1：09．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートカルロス �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2014．11．29 京都1着

2012．5．18生 牡5鹿 母 シュガーキャンディ 母母 ダイナシユガー 25戦4勝 賞金 84，476，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時35分に変更。

02024 1月16日 晴 稍重 （29中京1）第2日 第12競走 ��2，000�
あ つ た

熱 田 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 469，000円 134，000円 67，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．4
1：56．1

良
良

713� マイネルツィール 牡4鹿 56 的場 勇人杉浦 和也氏 的場 均 新ひだか 田湯牧場 492＋ 62：02．2 57．1�
59 ストーリーセラー 牡6鹿 57 丸山 元気 �サンデーレーシング 和田 正道 安平 ノーザンファーム 528＋ 42：02．3� 27．9�
816 レトロロック 牡5鹿 57 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 488＋ 62：02．72� 1．8�
23 レヴィンインパクト 牡4鹿 56 秋山真一郎�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 470＋262：02．8� 11．4�
715 スピアザゴールド �4鹿 56 菱田 裕二 �キャロットファーム 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506＋202：02．9	 23．3	
510 アインザッツ 牡4鹿 56 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 B474＋202：03．0� 15．6

612 シュンクルーズ 牡5黒鹿57 横山 和生村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 パカパカ

ファーム 466＋ 2 〃 ハナ 259．8�
24 オールドクラシック 牡4青鹿56 丸田 恭介�リーヴァ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 474－ 2 〃 アタマ 6．6�
35 アイオシルケン 牡5黒鹿57 国分 恭介石川美代子氏 西橋 豊治 新ひだか 原 フアーム 490± 0 〃 クビ 105．6
47 ヨ カ グ ラ �4栗 56 岩田 康誠 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 476－ 6 〃 ハナ 8．6�
611� トリニティプレイス 牝6鹿 55 
島 克駿�下河辺牧場 奥村 豊 日高 下河辺牧場 432－ 22：03．1� 19．3�
36 クリノサンスーシ 牝4鹿 54 義 英真栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 436± 0 〃 アタマ 42．5�
48 エアフォルク 牡4青鹿56 松山 弘平近藤 英子氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 446－ 62：03．2� 22．1�
818 モンテエベレスト �7青鹿57 菊沢 一樹毛利 喜昭氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 506＋ 42：03．41� 30．9�
714 コスモプロテア 牡4鹿 56 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 482＋ 62：03．82� 45．0�
11 � マ リ ネ リ ス 牝4鹿 54 伴 啓太今中 俊平氏 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 410＋ 42：04．43� 185．3�
12 サンレイフローラ 牝7鹿 55 古川 吉洋永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 458＋ 22：04．93 236．4�
817� エネルタカオー 牡4栗 56 荻野 極鈴木 康弘氏 杉山 晴紀 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 470± 02：08．2大差 250．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 59，339，600円 複勝： 78，436，300円 枠連： 40，312，300円
馬連： 143，465，100円 馬単： 78，653，700円 ワイド： 90，671，200円
3連複： 224，019，000円 3連単： 369，053，400円 計： 1，083，950，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，710円 複 勝 � 860円 � 450円 � 120円 枠 連（5－7） 4，060円

馬 連 �� 79，810円 馬 単 �� 171，480円

ワ イ ド �� 11，480円 �� 1，710円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 34，930円 3 連 単 ��� 426，050円

票 数

単勝票数 計 593396 的中 � 8301（13番人気）
複勝票数 計 784363 的中 � 15158（13番人気）� 31651（8番人気）� 293823（1番人気）
枠連票数 計 403123 的中 （5－7） 7682（15番人気）
馬連票数 計1434651 的中 �� 1393（89番人気）
馬単票数 計 786537 的中 �� 344（178番人気）
ワイド票数 計 906712 的中 �� 1964（78番人気）�� 13662（16番人気）�� 23938（9番人気）
3連複票数 計2240190 的中 ��� 4809（95番人気）
3連単票数 計3690534 的中 ��� 628（855番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―12．9―12．4―11．9―12．0―12．1―11．8―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．6―37．5―49．9―1：01．8―1：13．8―1：25．9―1：37．7―1：49．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F36．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

�マイネルツィール �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス

2013．3．21生 牡4鹿 母 レガシーパーパス 母母 レガシーフィールド 15戦1勝 賞金 23，619，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時10分に変更。
〔制裁〕 オールドクラシック号の騎手丸田恭介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：8

番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エネルタカオー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年2月16日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 コスモピクシス号・サウスポールツアー号・シャリオヴァルト号・トーセンカナロア号・ビレッジソング号・

マイネルリード号



（29中京1）第2日 1月16日（月曜日） 晴一時雪 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重後稍重
重後稍重

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

179，480，000円
2，530，000円
12，880，000円
1，730，000円
19，830，000円
71，873，000円
5，702，800円
1，804，800円

勝馬投票券売得金
417，931，900円
634，257，700円
249，706，400円
947，709，200円
479，665，500円
595，924，300円
1，446，334，600円
2，172，046，700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 6，943，576，300円

総入場人員 3，621名 （有料入場人員 3，201名）
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