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02025 1月21日 晴 良 （29中京1）第3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

58 デスティネイション 牡3鹿 56 幸 英明 H.H．シェイク・モハメド 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 486－ 21：56．4 7．3�

11 サンマルエンパイア 牡3鹿 56
53 ▲荻野 極相馬 勇氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 468－ 21：56．5� 23．2�

610 カフジグローリー 牡3黒鹿56 松山 弘平加藤 守氏 森田 直行 新ひだか タイヘイ牧場 518＋ 41：58．4大差 1．2�
33 マグニフィセント 牡3鹿 56

53 ▲菊沢 一樹長谷川清英氏 菊沢 隆徳 新ひだか 武 牧場 512＋ 81：58．72 258．9�
711 タガノビッググッド 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 464＋101：58．8クビ 11．3�

22 サンデンファーム 牡3栗 56
54 △城戸 義政山田 春枝氏 伊藤 伸一 浦河 福田牧場 458－ 6 〃 ハナ 45．7�

34 アスヘノキボウ 牝3鹿 54 西村 太一	ミルファーム 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 428－ 81：59．01� 56．5

69 マスカレードシチー 牡3青鹿 56

54 △原田 和真 �友駿ホースクラブ 和田 雄二 浦河 桑田牧場 486－ 41：59．63� 37．5�
712 レッドスイング 牝3青鹿 54

53 ☆加藤 祥太	コオロ 庄野 靖志 日高 庄野牧場 438± 0 〃 ハナ 29．6
814 アハデコノヨヲ 牝3黒鹿 54

53 ☆義 英真内田 玄祥氏 大根田裕之 新ひだか 小野 秀治 442－ 22：00．23� 171．1�
46 ジェニエニドッツ 牝3鹿 54 伊藤 工真	ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 22：00．52 332．5�
57 コウユーモエルコイ 牝3黒鹿 54

53 ☆長岡 禎仁加治屋貞光氏 竹内 正洋 浦河 小葉松 幸雄 458－ 62：00．6� 86．6�
813 ツ ク バ ネ 牡3黒鹿56 丸田 恭介江川 伸夫氏 石栗 龍彦 日高 賀張三浦牧場 444－ 42：01．13 188．9�
45 グランプリシップ 牡3芦 56 太宰 啓介�グランプリ 昆 貢 新ひだか 武 牧場 476＋ 2 （競走中止） 45．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 18，874，300円 複勝： 69，842，300円 枠連： 7，635，500円
馬連： 28，563，200円 馬単： 21，711，100円 ワイド： 19，527，800円
3連複： 46，447，200円 3連単： 83，911，400円 計： 296，512，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 130円 � 190円 � 100円 枠 連（1－5） 6，730円

馬 連 �� 5，840円 馬 単 �� 10，470円

ワ イ ド �� 840円 �� 180円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，330円 3 連 単 ��� 23，070円

票 数

単勝票数 計 188743 的中 � 20470（2番人気）
複勝票数 計 698423 的中 � 37183（2番人気）� 17131（4番人気）� 568035（1番人気）
枠連票数 計 76355 的中 （1－5） 879（13番人気）
馬連票数 計 285632 的中 �� 3787（11番人気）
馬単票数 計 217111 的中 �� 1554（22番人気）
ワイド票数 計 195278 的中 �� 4906（10番人気）�� 34134（1番人気）�� 10534（4番人気）
3連複票数 計 464472 的中 ��� 26018（2番人気）
3連単票数 計 839114 的中 ��� 2636（58番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．1―37．8―51．5―1：04．8―1：18．1―1：31．2―1：43．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デスティネイション �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 Capote デビュー 2016．10．30 京都6着

2014．5．17生 牡3鹿 母 ライフストーリー 母母 Outstandingly 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走中止〕 グランプリシップ号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 マグニフィセント号の騎手菊沢一樹は，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：4番）

02026 1月21日 晴 良 （29中京1）第3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）

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

11 メイスンラック 牝3黒鹿54 菱田 裕二梅村 浩氏 岩戸 孝樹 日高 下河辺牧場 B468＋ 21：26．6 79．3�
48 クルークハイト 牝3芦 54 藤岡 康太 �キャロットファーム 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 448－ 21：26．7� 6．1�
815 タガノヴェローナ 牝3芦 54 幸 英明八木 良司氏 中村 均 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466± 0 〃 ハナ 2．3�
816 ジ ョ ワ イ ユ 牝3鹿 54 丸田 恭介�ラ・メール 高木 登 浦河 ディアレスト

クラブ 458－ 41：27．55 11．7�
12 プリンセスヨウク 牝3鹿 54 岩田 康誠ライオンレースホース� 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 436－ 21：27．6� 4．6	
47 ヒ ス イ 牝3鹿 54 西村 太一�ミルファーム 谷原 義明 新冠 有限会社 大

作ステーブル 490－ 61：27．91� 243．6

35 タガノアメニティー 牝3鹿 54

52 △城戸 義政八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 462＋ 41：28．0クビ 139．9�

510 メイショウヒボタン 牝3栗 54
53 ☆義 英真松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 村中牧場 440－ 21：28．42� 7．2�

59 ラフメイカー 牝3鹿 54
53 ☆長岡 禎仁�山際牧場 松永 康利 新ひだか 山際牧場 462－ 21：28．61� 199．6

611 デ リ ツ ィ エ 牝3栗 54 丸山 元気 �二風谷ファーム 田島 俊明 平取 びらとり牧場 422－ 21：29．23� 21．0�
713 ウェルカムキッス 牝3青鹿 54

52 △木幡 初也石川 貴久氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 476－ 21：29．3� 48．3�
23 ディアユリアザミ 牝3鹿 54 松山 弘平ディアレストクラブ� 池上 昌弘 新冠 武田牧場 470± 0 〃 ハナ 50．5�
612 パラディラタン 牝3栗 54

52 △原田 和真堀 祥子氏 加藤 和宏 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 430＋ 21：29．72� 43．7�

24 アースラブーム 牝3黒鹿 54
53 ☆加藤 祥太松山 増男氏 加藤 敬二 浦河 �川 啓一 444－ 81：30．33� 181．3�

714 ノ ゾ ミ 牝3黒鹿 54
53 ☆小崎 綾也平川 浩之氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 450＋ 81：31．79 19．2�

36 クリノレモンチャン 牝3青鹿 54
51 ▲三津谷隼人栗本 守氏 田所 秀孝 新ひだか 村上牧場 422± 01：31．8� 38．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，971，700円 複勝： 31，611，100円 枠連： 8，895，300円
馬連： 30，718，400円 馬単： 16，668，200円 ワイド： 22，524，000円
3連複： 46，255，700円 3連単： 58，341，400円 計： 232，985，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，930円 複 勝 � 1，630円 � 200円 � 110円 枠 連（1－4） 1，360円

馬 連 �� 19，240円 馬 単 �� 47，530円

ワ イ ド �� 6，320円 �� 2，980円 �� 350円

3 連 複 ��� 15，410円 3 連 単 ��� 176，230円

票 数

単勝票数 計 179717 的中 � 1813（12番人気）
複勝票数 計 316111 的中 � 2733（12番人気）� 34634（3番人気）� 119157（1番人気）
枠連票数 計 88953 的中 （1－4） 5045（6番人気）
馬連票数 計 307184 的中 �� 1237（41番人気）
馬単票数 計 166682 的中 �� 263（87番人気）
ワイド票数 計 225240 的中 �� 841（41番人気）�� 1806（26番人気）�� 19181（2番人気）
3連複票数 計 462557 的中 ��� 2251（41番人気）
3連単票数 計 583414 的中 ��� 240（426番人気）

ハロンタイム 12．1―11．4―11．8―12．4―12．7―12．7―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．5―35．3―47．7―1：00．4―1：13．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイスンラック �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2016．9．18 中山15着

2014．5．6生 牝3黒鹿 母 ダンシングナゲット 母母 Shalimar Garden 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ヒスイ号の騎手西村太一は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノゾミ号・クリノレモンチャン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年2月21日

まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 コメンテーター号・ラストステージ号

第１回 中京競馬 第３日



02027 1月21日 晴 良 （29中京1）第3日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時50分 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

12 ウ マ コ 牝3栗 54 幸 英明河原 義宏氏 森田 直行 新ひだか 城地 清満 420－ 81：14．3 3．7�
713 メイケイライジン 牡3栗 56 藤岡 康太名古屋競馬� 清水 久詞 浦河 川越ファーム 500＋241：14．61� 8．0�
23 ヘ ル デ ィ ン 牝3青鹿54 丸山 元気金山 敏也氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 418－121：14．81� 15．6�
714	 モズメイダン 牡3鹿 56 岩田 康誠 �キャピタル・システム 音無 秀孝 米 KatieRich

Farms 470± 0 〃 ハナ 4．5�
11 シルバーストーン 牡3芦 56 中谷 雄太峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 486－ 21：15．11� 11．0�
611 アイティプリンセス 牝3黒鹿 54

53 ☆長岡 禎仁一ノ瀬 恭氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 B476＋ 2 〃 クビ 27．7	
47 ア リ ス カ ン 牡3黒鹿56 伊藤 工真髙瀬 真尚氏 田島 俊明 日高 本間牧場 508＋ 2 〃 ハナ 8．3

24 サウスギガパワー 牡3鹿 56 松山 弘平南波 壽氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B470± 01：15．41� 7．5�
48 タガノアヌビス 牡3鹿 56 岡田 祥嗣八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478－ 21：15．72 87．6�
36 フラワーイレブン 牝3栗 54

51 ▲坂井 瑠星吉野加壽代氏 松元 茂樹 青森 ワールドファーム 472± 0 〃 ハナ 123．8
815	 ヴィアデラモーレ 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太加藤 誠氏 中竹 和也 米 Don Ming 540＋ 21：16．02 9．3�
59 コンプレアンノ 牝3鹿 54 杉原 誠人柴原 榮氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 416－141：16．1� 123．7�
612 バルバスバウ 
3鹿 56 丸田 恭介岡田 牧雄氏 池上 昌和 青森 織笠 時男 412－101：16．2� 113．2�
35 ミコマッシグラ 牝3栗 54

53 ☆義 英真古賀 慎一氏 池上 昌和 新冠 飛渡牧場 398－161：16．51� 84．2�
510 トミケンナプロスト 牡3鹿 56

53 ▲菊沢 一樹冨樫 賢二氏 南田美知雄 青森 石田 英機 478＋ 81：16．71� 223．3�
816 ハ ナ エ ミ 牝3黒鹿 54

52 △伴 啓太�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 420－ 21：17．76 26．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，653，100円 複勝： 27，545，500円 枠連： 10，202，700円
馬連： 30，620，300円 馬単： 16，058，500円 ワイド： 20，670，500円
3連複： 44，318，900円 3連単： 53，133，100円 計： 222，202，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 320円 � 350円 枠 連（1－7） 460円

馬 連 �� 2，550円 馬 単 �� 4，340円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 670円 �� 2，700円

3 連 複 ��� 7，080円 3 連 単 ��� 33，520円

票 数

単勝票数 計 196531 的中 � 42050（1番人気）
複勝票数 計 275455 的中 � 65486（1番人気）� 18680（6番人気）� 16653（8番人気）
枠連票数 計 102027 的中 （1－7） 17019（1番人気）
馬連票数 計 306203 的中 �� 9285（11番人気）
馬単票数 計 160585 的中 �� 2770（15番人気）
ワイド票数 計 206705 的中 �� 4752（14番人気）�� 8287（3番人気）�� 1886（34番人気）
3連複票数 計 443189 的中 ��� 4689（27番人気）
3連単票数 計 531331 的中 ��� 1149（101番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．8―13．1―12．8―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．2―35．0―48．1―1：00．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウ マ コ �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー 2016．12．3 中山2着

2014．4．9生 牝3栗 母 コウエイベスト 母母 トチノニシキ 3戦1勝 賞金 8，300，000円
〔制裁〕 アイティプリンセス号の騎手長岡禎仁は，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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 アスターワイルド号・アトラクティヴアイ号・キーダッシュ号・クインズアイザ号・ココロヤサシイ号・

トダメチャ号・ニシノレディー号・ポリテクニーク号

02028 1月21日 晴 良 （29中京1）第3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

22 ルグランシェクル 牡4黒鹿59 大江原 圭藤田 岳彦氏 大江原 哲 日高 木村牧場 464＋ 43：20．0 15．4�
44 メイショウナルト �9鹿 60 森 一馬松本 好雄氏 本田 優 浦河 鎌田 正嗣 468＋103：20．74 3．3�
56 トーアディラン �4栗 59 五十嵐雄祐高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 480＋ 23：21．02 78．0�
710 マイネルイルミナル 牡7鹿 60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 日高 富川田中牧場 486＋ 43：21．63� 10．4�
711 ゴールドメダリオン �5栗 60 難波 剛健西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 466＋143：21．81� 3．3�
33 ニシノリュウセイ 牡4黒鹿59 草野 太郎西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 本桐牧場 418＋ 63：21．9� 17．2	
69 プレシャスムーン 牝6鹿 58 高野 和馬鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 43：23．28 101．0

813� スズカグランデ �6栗 60 林 満明永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 440＋ 43：23．83� 5．2�
812 カゼノドリーム 牡5鹿 60 大庭 和弥深井 孟氏 中野 栄治 新ひだか 水上 習孝 458± 03：23．9クビ 43．0�
45 � クラウンプルートゥ �7黒鹿60 上野 翔矢野 恭裕氏 小野 次郎 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 476＋163：24．64 84．5
57 シゲルアカメバル 牝4鹿 57 植野 貴也森中 蕃氏 服部 利之 浦河 中村 雅明 466± 03：24．7クビ 42．1�
11 フォースフィールド 牡5黒鹿60 西谷 誠岡 浩二氏 松永 幹夫 日高 オリオンファーム 446＋123：26．9大差 7．5�
68 � クリノミユキチャン 牝6鹿 58 田村 太雅栗本 博晴氏 田所 秀孝 浦河 今井 秀樹 472＋133：29．0大差 38．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 14，138，600円 複勝： 14，841，200円 枠連： 8，667，300円
馬連： 22，788，000円 馬単： 13，720，700円 ワイド： 14，369，600円
3連複： 35，501，500円 3連単： 51，132，500円 計： 175，159，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，540円 複 勝 � 340円 � 170円 � 1，940円 枠 連（2－4） 3，830円

馬 連 �� 3，750円 馬 単 �� 10，510円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 10，080円 �� 5，210円

3 連 複 ��� 50，620円 3 連 単 ��� 367，040円

票 数

単勝票数 計 141386 的中 � 7337（6番人気）
複勝票数 計 148412 的中 � 10650（6番人気）� 30648（2番人気）� 1510（11番人気）
枠連票数 計 86673 的中 （2－4） 1753（13番人気）
馬連票数 計 227880 的中 �� 4706（14番人気）
馬単票数 計 137207 的中 �� 979（36番人気）
ワイド票数 計 143696 的中 �� 3137（15番人気）�� 360（60番人気）�� 701（41番人気）
3連複票数 計 355015 的中 ��� 526（108番人気）
3連単票数 計 511325 的中 ��� 101（667番人気）
上り 1マイル 1：47．3 4F 51．9－3F 39．3

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ルグランシェクル �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2015．7．4 福島16着

2013．3．3生 牡4黒鹿 母 バラベルサイユ 母母 ナイスグリンベル 障害：2戦1勝 賞金 7，800，000円



02029 1月21日 晴 良 （29中京1）第3日 第5競走 ��3，330�サラブレッド系障害4歳以上
発走12時10分 （ 芝 ）

4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：39．5良

66 ホーカーテンペスト �8栗 61 五十嵐雄祐 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 504－ 63：39．5 2．2�
810 ハギノパトリオット �5黒鹿60 熊沢 重文日隈 良江氏 松田 国英 えりも エクセルマネジメント 476＋123：39．6� 10．1�
33 グッドスカイ 牝4黒鹿58 森 一馬杉立 恭平氏 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 468＋ 43：40．34 6．1�
11 ウインアーマー 牡5栗 60 平沢 健治�ウイン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 482＋ 43：41．57 6．4�
22 ルートヴィヒコード 牡5鹿 60 白浜 雄造�G1レーシング 長浜 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋20 〃 クビ 22．9	
78 ア ロ ヒ ラ ニ 牡8黒鹿62 石神 深一 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 450± 03：42．24 4．8

77 メイショウオヤシオ �5栗 60 中村 将之松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 486＋ 83：42．62� 35．2�
89 マイネルピクトル 牡6鹿 61 草野 太郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 新ひだか 大典牧場 516＋103：42．92 58．8�
44 ダンツメガヒット �5栗 61 小坂 忠士山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 514＋183：43．43 26．1
55 ポセイドンバローズ 牡7栗 60 佐久間寛志猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 新冠 新冠橋本牧場 484＋ 4 （競走中止） 18．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 17，560，400円 複勝： 20，433，400円 枠連： 6，597，600円
馬連： 26，453，400円 馬単： 17，166，800円 ワイド： 19，165，800円
3連複： 44，013，000円 3連単： 75，398，500円 計： 226，788，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 270円 � 170円 枠 連（6－8） 1，140円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 610円 �� 260円 �� 890円

3 連 複 ��� 2，010円 3 連 単 ��� 7，710円

票 数

単勝票数 計 175604 的中 � 62779（1番人気）
複勝票数 計 204334 的中 � 62110（1番人気）� 13718（5番人気）� 27194（4番人気）
枠連票数 計 65976 的中 （6－8） 4465（4番人気）
馬連票数 計 264534 的中 �� 15186（4番人気）
馬単票数 計 171668 的中 �� 6825（6番人気）
ワイド票数 計 191658 的中 �� 7521（7番人気）�� 21398（2番人気）�� 5012（10番人気）
3連複票数 計 440130 的中 ��� 16418（4番人気）
3連単票数 計 753985 的中 ��� 7081（16番人気）
上り 1マイル 1：44．1 4F 51．3－3F 38．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホーカーテンペスト �
�
父 Hawk Wing �

�
母父 Halling デビュー 2011．7．23 函館5着

2009．4．11生 �8栗 母 リッチダンサー 母母 Fairy Flight 障害：5戦3勝 賞金 37，000，000円
〔競走中止〕 ポセイドンバローズ号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため2周目1号障害〔ハードル〕手前で競走中止。

02030 1月21日 晴 良 （29中京1）第3日 第6競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走12時45分 （ダート・左）

若手騎手，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
1：48．9
1：47．8

重
重

35 ボンナヴァン 牡4鹿 56
55 ☆加藤 祥太吉田 晴哉氏 藤原 英昭 安平 追分ファーム 538＋101：55．3 4．2�

59 セレブレイトソング �5栗 57 藤懸 貴志 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム B490＋ 2 〃 クビ 4．4�
48 � ムーンドロップ 牡6鹿 57

56 ☆中井 裕二�Basic 小野 次郎 平取 二風谷ファーム 460＋ 61：55．4クビ 14．8�
815 プライズコレクター 牡4栗 56 杉原 誠人�明栄商事 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 488＋10 〃 ハナ 4．8�
23 カシノカーム 牡6芦 57

55 △原田 和真柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 B480－ 81：56．03� 12．1	
12 ジュガンティーヤ 牡6青 57

55 △木幡 初也�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 B538＋ 21：56．1� 21．3

47 � クリノメルクリウス �4鹿 56

53 ▲三津谷隼人栗本 守氏 田所 秀孝 千歳 社台ファーム 442＋ 6 〃 クビ 62．3�
713� コパノハミルトン 牡5黒鹿 57

54 ▲菊沢 一樹小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 B502＋ 2 〃 アタマ 33．6�
510 イデアオブダンディ 牡4栗 56

55 ☆長岡 禎仁益田 修一氏 柄崎 孝 日高 山田 政宏 478－ 21：56．52� 60．0
611 ポ ロ ス 牝4鹿 54 西村 太一�ミルファーム 南田美知雄 新冠 高橋 忍 456－ 61：56．82 152．4�
714 ミッキーデータ �6鹿 57

54 ▲荻野 極野田みづき氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 522－ 21：56．9クビ 6．2�
816 サンライズアルプス 牡6鹿 57

56 ☆岩崎 翼松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 浦河 浦河小林牧場 442± 01：57．53� 67．0�
11 メイショウゲントク 牡5栗 57

56 ☆義 英真松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 赤田牧場 494＋ 6 〃 アタマ 55．0�
24 ダノングランツ 牡4青 56

53 ▲坂井 瑠星�ダノックス 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 456＋12 〃 アタマ 12．5�
36 ミラクルユニバンス 牡4栗 56

55 ☆小崎 綾也亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム B442－ 21：57．71� 25．1�
612� ケンブリッジアーサ 牡7鹿 57 平野 優中西 桂子氏 石栗 龍彦 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 462－ 2 〃 クビ 157．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，587，200円 複勝： 26，775，400円 枠連： 11，373，500円
馬連： 36，750，800円 馬単： 17，556，800円 ワイド： 24，630，800円
3連複： 49，771，600円 3連単： 59，940，100円 計： 246，386，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 200円 � 160円 � 320円 枠 連（3－5） 770円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 2，120円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，120円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 4，690円 3 連 単 ��� 20，080円

票 数

単勝票数 計 195872 的中 � 36830（1番人気）
複勝票数 計 267754 的中 � 35519（3番人気）� 52119（1番人気）� 17728（6番人気）
枠連票数 計 113735 的中 （3－5） 11344（1番人気）
馬連票数 計 367508 的中 �� 26052（3番人気）
馬単票数 計 175568 的中 �� 6188（4番人気）
ワイド票数 計 246308 的中 �� 15908（2番人気）�� 5386（13番人気）�� 6015（9番人気）
3連複票数 計 497716 的中 ��� 7950（11番人気）
3連単票数 計 599401 的中 ��� 2164（38番人気）

ハロンタイム 13．1―11．7―12．7―12．8―12．7―12．9―13．1―13．0―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．8―37．5―50．3―1：03．0―1：15．9―1：29．0―1：42．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．4
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ボンナヴァン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．9．6 小倉3着

2013．1．20生 牡4鹿 母 シナノネージュ 母母 コードネーム 10戦2勝 賞金 18，450，000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 コマクサ号



02031 1月21日 晴 良 （29中京1）第3日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走13時15分 （芝・左）

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

中央レコード
1：19．8
1：19．0

良
良

611 ラニカイサンデー 牡3鹿 56 松山 弘平横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 448＋ 41：22．7 3．5�
714 ベイビーステップ 牡3鹿 56

54 △伴 啓太大塚Ry’sCLUB 菊川 正達 浦河 杵臼牧場 478－101：22．8� 188．4�
818 クレアチェイス 牝3鹿 54 岩田 康誠 �フジワラ・ファーム 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 432－ 4 〃 アタマ 11．0�
59 カフジリバー 牡3鹿 56 菱田 裕二加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506＋ 61：23．12 22．6�
817 ユイノムテキ 牡3鹿 56

55 ☆長岡 禎仁由井健太郎氏 黒岩 陽一 新ひだか 萩澤 俊雄 472＋ 2 〃 アタマ 216．1�
715 カ マ テ 牡3青鹿56 石橋 脩吉田 勝己氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 444－ 41：23．2クビ 21．1	
47 テイエムイキオイ 牡3青鹿56 藤岡 康太竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 桜井牧場 454＋ 2 〃 ハナ 2．6

35 ペイシャブルー 牝3黒鹿54 丸田 恭介北所 直人氏 高橋 裕 日高 中川 欽一 424－ 81：23．3� 26．0�
510 チェアーグライド 牡3栗 56 丸山 元気 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 512＋ 21：23．4� 10．1�
36 スズカヘルメス 牡3栗 56 藤懸 貴志永井 啓弍氏 坪 憲章 むかわ 新井牧場 432± 01：23．71� 7．3
713 ブライトメジャー 牝3栗 54

53 ☆小崎 綾也谷和 光彦氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 450＋ 41：23．91� 27．7�
612 ウインウェイク 牝3青鹿 54

52 △木幡 初也�ウイン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 406－ 2 〃 ハナ 173．2�
11 マ ッ セ ル 牡3鹿 56

55 ☆�島 克駿�ノースヒルズ 森田 直行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 454＋ 21：24．11� 29．6�

24 ホ ノ カ 牝3鹿 54 酒井 学�KTレーシング 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド B478＋ 41：24．2� 77．1�
23 サンエリザベス 牝3鹿 54 秋山真一郎 �加藤ステーブル 竹内 正洋 日高 有限会社

ケイズ 434－ 41：24．62� 131．4�
12 ライスエイト 牝3黒鹿 54

53 ☆義 英真�髙昭牧場 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 438－121：24．91� 265．8�
48 ジュウニンノナカマ 牝3栗 54

51 ▲坂井 瑠星 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 412＋ 2 〃 ハナ 114．6�
816 メ イ ア リ ス 牝3鹿 54 中谷 雄太千明牧場 岩戸 孝樹 浦河 千明牧場 414＋ 21：25．43 50．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 21，132，500円 複勝： 28，867，100円 枠連： 10，545，800円
馬連： 34，556，400円 馬単： 18，108，500円 ワイド： 25，058，300円
3連複： 53，151，700円 3連単： 63，834，800円 計： 255，255，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 4，820円 � 280円 枠 連（6－7） 2，170円

馬 連 �� 42，780円 馬 単 �� 65，290円

ワ イ ド �� 13，070円 �� 730円 �� 34，980円

3 連 複 ��� 190，730円 3 連 単 ��� 964，170円

票 数

単勝票数 計 211325 的中 � 47574（2番人気）
複勝票数 計 288671 的中 � 61377（2番人気）� 1121（17番人気）� 26593（4番人気）
枠連票数 計 105458 的中 （6－7） 3754（11番人気）
馬連票数 計 345564 的中 �� 626（65番人気）
馬単票数 計 181085 的中 �� 208（113番人気）
ワイド票数 計 250583 的中 �� 478（73番人気）�� 9401（7番人気）�� 178（112番人気）
3連複票数 計 531517 的中 ��� 209（254番人気）
3連単票数 計 638348 的中 ��� 48（1380番人気）

ハロンタイム 12．3―10．4―10．8―11．9―12．2―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．7―33．5―45．4―57．6―1：09．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラニカイサンデー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2016．7．23 中京2着

2014．4．19生 牡3鹿 母 プリティタヤス 母母 ライトシップ 8戦1勝 賞金 13，850，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 タントミール号
（非抽選馬） 1頭 ステラルージュ号

02032 1月21日 晴 良 （29中京1）第3日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時45分 （ダート・左）

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

816 モンラッシェ 牡6栗 57 岩田 康誠吉澤 克己氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 482＋101：26．0 2．6�
47 マコトカンパネッロ 牝5栗 55 藤岡 康太�ディアマント 岩戸 孝樹 様似 出口 繁夫 454＋ 21：26．63� 7．5�
12 レジメンタル 牡5栗 57

56 ☆�島 克駿�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 444－ 4 〃 クビ 13．5�
815 アイファーサンディ 牡5鹿 57

55 △城戸 義政中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 野表 篤夫 478＋ 81：26．7クビ 5．1�
23 ビタミンエース 牡6鹿 57

56 ☆義 英真村上 稔氏 本田 優 新ひだか 谷口育成牧場 530＋161：26．91 22．4�
48 � ウエスタンレオーネ 牡5青鹿 57

54 ▲菊沢 一樹西川 賢氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム 490－10 〃 ハナ 30．9	
59 ジ ャ ル ー ズ 牝4鹿 54 石橋 脩山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 宮内牧場 464± 01：27．11 12．4

36 ノーモアベット 牡5青鹿 57

56 ☆加藤 祥太髙瀬 真尚氏 田島 俊明 日高 本間牧場 470＋141：27．31	 51．7�
612� ベルベットムーブ 牝4鹿 54 杉原 誠人伊東 純一氏 佐藤 吉勝 日高 メイプルファーム 426＋ 4 〃 クビ 36．3�
24 クラウンアイリス 牝6栗 55 幸 英明�クラウン 大根田裕之 大分 クラウンファーム 404＋ 21：27．4� 13．1
611� インスタイル 
6鹿 57 丸山 元気岡田 牧雄氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 492＋ 2 〃 アタマ 21．5�
510� スズカアポロ 牡6黒鹿57 中谷 雄太永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 480＋ 2 〃 クビ 96．9�
713 ウインアンビション 牡4鹿 56

53 ▲坂井 瑠星�ウイン 畠山 吉宏 むかわ 真壁 信一 504＋ 61：27．5クビ 50．8�
714 タイセイアニマート 
5黒鹿57 丸田 恭介田中 成奉氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 484－101：27．6� 27．1�
35 グランドデザイン 牝5黒鹿 55

54 ☆小崎 綾也西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 480＋101：28．23� 67．1�
11 プルガステル 牡5青鹿57 伊藤 工真 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：28．51� 14．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，877，400円 複勝： 25，250，500円 枠連： 12，907，500円
馬連： 34，622，400円 馬単： 18，400，100円 ワイド： 24，988，000円
3連複： 50，541，200円 3連単： 65，812，800円 計： 251，399，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 220円 � 410円 枠 連（4－8） 580円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 480円 �� 890円 �� 1，750円

3 連 複 ��� 4，750円 3 連 単 ��� 17，010円

票 数

単勝票数 計 188774 的中 � 55965（1番人気）
複勝票数 計 252505 的中 � 66930（1番人気）� 26555（3番人気）� 11681（7番人気）
枠連票数 計 129075 的中 （4－8） 16990（1番人気）
馬連票数 計 346224 的中 �� 27333（2番人気）
馬単票数 計 184001 的中 �� 7793（3番人気）
ワイド票数 計 249880 的中 �� 14290（2番人気）�� 7128（7番人気）�� 3458（21番人気）
3連複票数 計 505412 的中 ��� 7970（11番人気）
3連単票数 計 658128 的中 ��� 2804（27番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．0―12．5―12．7―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．1―36．1―48．6―1：01．3―1：13．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モンラッシェ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 French Deputy デビュー 2013．7．28 小倉2着

2011．2．23生 牡6栗 母 スコルピオンキッス 母母 Stinger 29戦3勝 賞金 48，470，000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） 1頭 ジュンゲル号
（非抽選馬） 4頭 エンヴァール号・キッズライトオン号・ケルンウィナー号・ハシカミ号



02033 1月21日 晴 良 （29中京1）第3日 第9競走 ��2，200�サラブレッド系4歳以上
発走14時15分 （芝・左）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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
2：09．9
2：09．9

良
良

710 アートフェスタ 牡6黒鹿57 菱田 裕二森山 進氏 本間 忍 浦河 丸幸小林牧場 510－ 62：15．3 7．5�
56 ルックトゥワイス 牡4鹿 56 岡田 祥嗣飯塚 知一氏 藤原 英昭 安平 追分ファーム 430± 02：15．51� 3．2�
45 ラウレアブルーム 牡5鹿 57 松山 弘平横瀬 兼二氏 山内 研二 日高 メイプルファーム 504＋22 〃 アタマ 14．3�
33 ミッキーシャンティ 牡4青鹿56 藤岡 康太野田みづき氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 474＋ 82：15．82 2．5�
68 ハギノカエラ 牝4栗 54

51 ▲坂井 瑠星安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 398－ 62：15．9� 24．9�
11 	 メルドオール 牡5鹿 57

56 ☆長岡 禎仁 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 高橋 祥泰 日高 浦新 徳司 442－ 82：16．0クビ 21．1	

69 	 タガノグリズリー 牡6鹿 57
56 ☆�島 克駿八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 八木牧場 B488＋122：16．21� 52．0


57 アグネスザルーツ 牡4栗 56
55 ☆岩崎 翼畑佐 博氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 474＋ 82：16．52 9．0�

22 オカホンコー 牡6鹿 57 幸 英明小林 茂行氏 湯窪 幸雄 浦河 オンワード牧場 498± 02：16．92
 14．2�
812 ビレッジソング 牝6鹿 55

53 △城戸 義政岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 いとう牧場 452± 02：17．11� 21．7
813	 サウスポールツアー 牝5栗 55 丸田 恭介海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム 436＋102：17．52
 152．5�
711 ベイビーティンク 牝4鹿 54

53 ☆小崎 綾也広尾レース� 小崎 憲 新ひだか 木村 秀則 464＋ 22：18．03 66．7�
（12頭）

44 エイシンジルコン 牝4黒鹿54 石橋 脩�栄進堂 野中 賢二 新ひだか 木田牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 18，571，700円 複勝： 25，575，500円 枠連： 10，021，100円
馬連： 36，602，700円 馬単： 20，837，500円 ワイド： 23，278，700円
3連複： 48，058，000円 3連単： 77，123，800円 計： 260，069，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 210円 � 140円 � 350円 枠 連（5－7） 660円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 2，660円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，250円 �� 890円

3 連 複 ��� 4，790円 3 連 単 ��� 27，030円

票 数

単勝票数 計 185717 的中 � 19648（3番人気）
複勝票数 計 255755 的中 � 29140（4番人気）� 58702（2番人気）� 15006（5番人気）
枠連票数 計 100211 的中 （5－7） 11634（2番人気）
馬連票数 計 366027 的中 �� 26810（2番人気）
馬単票数 計 208375 的中 �� 5860（8番人気）
ワイド票数 計 232787 的中 �� 13602（3番人気）�� 4567（16番人気）�� 6600（9番人気）
3連複票数 計 480580 的中 ��� 7520（11番人気）
3連単票数 計 771238 的中 ��� 2068（80番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―12．3―13．2―12．9―11．9―11．7―12．0―11．8―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．6―36．9―50．1―1：03．0―1：14．9―1：26．6―1：38．6―1：50．4―2：02．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アートフェスタ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2014．2．24 東京1着

2011．5．30生 牡6黒鹿 母 サンフラワーガール 母母 ランバダスタイル 25戦3勝 賞金 33，415，000円
〔出走取消〕 エイシンジルコン号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔発走状況〕 ルックトゥワイス号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔制裁〕 ルックトゥワイス号の騎手岡田祥嗣は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番・8番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ルックトゥワイス号は，平成29年1月22日から平成29年2月12日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。

02034 1月21日 晴 良 （29中京1）第3日 第10競走 ��
��1，400�な ず な 賞

発走14時50分 （芝・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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．8
1：19．0

良
良

48 ジョーストリクトリ 牡3鹿 56 松山 弘平上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 508－ 61：22．5 3．8�
47 デスティニーソング 牝3鹿 54 �島 克駿 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 428＋ 41：22．6� 26．3�
59 ダイメイフジ 牡3鹿 56 幸 英明宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 526＋121：22．81	 7．5�
713 ユアスイスイ 牝3栗 54 菱田 裕二ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 488＋ 2 〃 ハナ 11．6�
23 ルタンデュボヌール 牡3黒鹿56 藤岡 康太 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 470± 01：22．9� 4．2	
24 ミルトドリーム 牡3鹿 56 太宰 啓介永山 勝敏氏 中竹 和也 浦河 北光牧場 508＋ 2 〃 クビ 28．4

816 アサケハーツ 牡3栗 56 荻野 極大橋 堯氏 大橋 勇樹 日高 田端牧場 446－ 81：23．0クビ 7．8�
611 スーパーブレイク 牡3黒鹿56 岩田 康誠堂守 貴志氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 464± 01：23．1� 14．9�
612 イノバティブ 牡3鹿 56 丸田 恭介畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 442－ 41：23．73� 5．9
714 オイカケマショウ 牡3鹿 56 中谷 雄太小田切有一氏 谷 潔 浦河 木村牧場 460＋ 8 〃 クビ 94．0�
36 ハタノアデール 牝3栗 54 秋山真一郎 �グッドラック・ファーム 牧田 和弥 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 466± 01：23．8� 59．3�
35 スプリングタイム 牝3黒鹿54 石橋 脩 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 428－141：24．22� 18．0�
815 ナムラアイドル 牝3鹿 54 三津谷隼人奈村 睦弘氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 450－ 41：24．52 216．5�
510
 ロゼッタハート 牝3鹿 54 高倉 稜�ヤナガワ牧場 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 412± 01：24．6� 152．6�
11 ミ コ キ ラ ラ 牝3鹿 54 木幡 初也古賀 慎一氏 谷原 義明 新冠 若林牧場 410－ 81：25．55 317．6�
12 キャンディハート 牝3栗 54 伊藤 工真田頭 勇貴氏 大江原 哲 新ひだか 大滝 康晴 B428－ 4 〃 クビ 328．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，404，900円 複勝： 48，347，100円 枠連： 16，418，700円
馬連： 70，936，800円 馬単： 32，813，100円 ワイド： 39，618，900円
3連複： 96，006，100円 3連単： 123，990，800円 計： 460，536，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 700円 � 230円 枠 連（4－4） 5，780円

馬 連 �� 4，990円 馬 単 �� 7，320円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 620円 �� 2，290円

3 連 複 ��� 11，920円 3 連 単 ��� 55，970円

票 数

単勝票数 計 324049 的中 � 67841（1番人気）
複勝票数 計 483471 的中 � 82608（2番人気）� 14061（10番人気）� 55375（4番人気）
枠連票数 計 164187 的中 （4－4） 2198（22番人気）
馬連票数 計 709368 的中 �� 10998（21番人気）
馬単票数 計 328131 的中 �� 3358（33番人気）
ワイド票数 計 396189 的中 �� 6667（20番人気）�� 17498（4番人気）�� 4284（32番人気）
3連複票数 計 960061 的中 ��� 6040（47番人気）
3連単票数 計1239908 的中 ��� 1606（217番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―34．9―47．0―59．2―1：10．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジョーストリクトリ �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2016．10．23 東京1着

2014．4．17生 牡3鹿 母 ジョーアラマート 母母 タイキフレグランス 4戦2勝 賞金 18，070，000円



02035 1月21日 晴 良 （29中京1）第3日 第11競走 ��
��1，900�中京スポニチ賞

発走15時25分 （ダート・左）
4歳以上，1，000万円以下，28．1．23以降29．1．17まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

中京スポニチ賞（1着）
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 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

816� シャイニービーム 牡5鹿 56 高倉 稜小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 452－ 22：01．0 7．3�
815 ドラゴンバローズ 牡5栗 55 菱田 裕二猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 新ひだか ヒサイファーム 512－ 8 〃 アタマ 4．6�
23 デ モ ニ オ 牡6青 54 幸 英明 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 506＋162：01．31� 48．8�
12 ビ ス カ リ ア 牝5鹿 53 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 454－102：01．62 21．6�
47 ランドオザリール 牡6鹿 55 酒井 学 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 528－ 2 〃 ハナ 10．4	
612 マッシヴランナー 牡5黒鹿54 藤岡 康太小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 524＋ 42：01．91� 11．9

11 キングカヌヌ 牡5芦 56 中谷 雄太 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム B508＋102：02．32	 3．1�
36 デグニティクローズ 牡6鹿 55 石橋 脩�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 546－ 2 〃 ハナ 9．3�
510 チ ャ オ 
6芦 53 杉原 誠人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 B462＋ 4 〃 アタマ 69．8
611 ドライバーズハイ 牡4鹿 54 太宰 啓介藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 460＋ 6 〃 クビ 8．4�
35 � ヌ ー ナ 牝5黒鹿52 長岡 禎仁岡田 牧雄氏 小島 茂之 米

Frank McEn-
tee & Frank-
fort Park Farm

524－ 42：02．72	 71．5�
48 � イ ト ハ ユ リ 牝6芦 52 加藤 祥太田畑 憲士氏 庄野 靖志 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋ 42：03．33	 30．0�
713 ショウリノウタゲ 牝7鹿 51 菊沢 一樹平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 川端 正博 518－ 22：03．4	 345．3�
59 アドマイヤピンク 牝5栗 52 丸山 元気近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 476＋ 22：03．5	 32．8�
714 ミッキータイガー 牡7鹿 53 �島 克駿野田みづき氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 500＋ 82：04．67 111．9�
24 デューイハミテージ 牝5鹿 51 柴田 未崎長井 純一氏 田所 秀孝 新ひだか 池田牧場 452＋ 22：05．66 230．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，829，100円 複勝： 66，995，000円 枠連： 39，934，000円
馬連： 160，695，000円 馬単： 69，682，600円 ワイド： 77，643，000円
3連複： 250，993，900円 3連単： 334，301，800円 計： 1，049，074，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 290円 � 170円 � 900円 枠 連（8－8） 2，010円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 3，350円

ワ イ ド �� 670円 �� 3，960円 �� 3，040円

3 連 複 ��� 18，200円 3 連 単 ��� 75，880円

票 数

単勝票数 計 488291 的中 � 52974（3番人気）
複勝票数 計 669950 的中 � 58538（4番人気）� 131232（2番人気）� 15022（10番人気）
枠連票数 計 399340 的中 （8－8） 15370（9番人気）
馬連票数 計1606950 的中 �� 72015（6番人気）
馬単票数 計 696826 的中 �� 15572（9番人気）
ワイド票数 計 776430 的中 �� 31947（3番人気）�� 4873（38番人気）�� 6375（34番人気）
3連複票数 計2509939 的中 ��� 10338（56番人気）
3連単票数 計3343018 的中 ��� 3194（253番人気）

ハロンタイム 7．5―11．6―11．9―13．8―12．9―12．3―12．1―13．0―12．6―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．5―19．1―31．0―44．8―57．7―1：10．0―1：22．1―1：35．1―1：47．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�シャイニービーム �
�
父 カ ン パ ニ ー �

�
母父 サンデーサイレンス

2012．2．5生 牡5鹿 母 クリスタルコースト 母母 プラチナウェーブ 15戦3勝 賞金 38，526，000円
初出走 JRA

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アスタキサンチン号・ケイツートール号・タニノマンボ号

02036 1月21日 晴 良 （29中京1）第3日 第12競走 ��2，000�
に し お

西 尾 特 別
発走16時00分 （芝・左）

牝，4歳以上，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．4
1：56．1

良
良

24 ヴェルジョワーズ 牝6鹿 55 伊藤 工真 �サンデーレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452＋ 82：00．9 9．1�

611 アオイプリンセス 牝4鹿 54 藤岡 康太新谷 正子氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 438＋ 2 〃 ハナ 2．2�
510 ル フ ォ ー ル 牝4鹿 54 秋山真一郎 �サンデーレーシング 堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 2 〃 クビ 11．1�
23 カ マ ク ラ 牝4黒鹿54 岩田 康誠市川義美ホール

ディングス� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 454－ 42：01．11� 6．8�
48 エッジースタイル 牝4栗 54 幸 英明 �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 464＋ 62：01．31� 12．5	
714 パヴェダイヤモンド 牝5栗 55 丸田 恭介大塚 亮一氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 464＋ 8 〃 ハナ 74．0

816 テイエムフタエマル 牝5鹿 55 岩崎 翼竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 アイズスタッド株式会社 480± 0 〃 ハナ 21．2�
612 ディリジェンテ 牝5栗 55 菱田 裕二吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 492＋ 8 〃 クビ 16．9�
815 コスモレティクルム 牝4鹿 54 木幡 初也 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 444＋ 22：01．51� 71．2
11 フィエスタオーレ 牝4黒鹿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 440＋ 62：01．6� 70．9�
36 ブライトガーランド 牝4栗 54 丸山 元気下河辺隆行氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 482－ 22：01．7� 75．8�
47 アフィニータ 牝4鹿 54 石橋 脩 �シルクレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 482± 0 〃 ハナ 5．8�
713 ルーレットクイーン 牝4栗 54 中谷 雄太�KTレーシング 武井 亮 浦河 昭和牧場 440＋ 62：02．23 163．3�
12 スイートガーデン 牝6鹿 55 西村 太一田頭 勇貴氏 谷原 義明 新ひだか 落合 一巳 496＋ 82：02．52 325．3�
59 レッドエトワール 牝4鹿 54 高倉 稜 �東京ホースレーシング 久保田貴士 千歳 社台ファーム 450－ 22：03．45 73．1�
35 フラッシュバイオ 牝6鹿 55 松山 弘平バイオ� 池添 学 安平 ノーザンファーム 456＋ 6 〃 ハナ 53．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，026，200円 複勝： 50，697，400円 枠連： 21，974，700円
馬連： 82，764，000円 馬単： 41，821，300円 ワイド： 49，662，800円
3連複： 117，757，900円 3連単： 171，420，700円 計： 574，125，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 240円 � 120円 � 270円 枠 連（2－6） 450円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 2，670円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，650円 �� 400円

3 連 複 ��� 3，170円 3 連 単 ��� 22，730円

票 数

単勝票数 計 380262 的中 � 33365（4番人気）
複勝票数 計 506974 的中 � 41936（4番人気）� 167772（1番人気）� 35291（5番人気）
枠連票数 計 219747 的中 （2－6） 37337（2番人気）
馬連票数 計 827640 的中 �� 64713（3番人気）
馬単票数 計 418213 的中 �� 11706（8番人気）
ワイド票数 計 496628 的中 �� 31895（4番人気）�� 6941（18番人気）�� 33557（3番人気）
3連複票数 計1177579 的中 ��� 27806（8番人気）
3連単票数 計1714207 的中 ��� 5467（60番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―35．9―47．9―1：00．0―1：12．2―1：24．4―1：36．6―1：48．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴェルジョワーズ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Victory Note デビュー 2013．11．3 東京2着

2011．1．17生 牝6鹿 母 ビートリックスキッド 母母 Laquifan 21戦2勝 賞金 30，244，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。



（29中京1）第3日 1月21日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 179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

189，030，000円
2，530，000円
11，020，000円
1，720，000円
20，880，000円
68，095，000円
5，992，600円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
285，627，100円
436，781，500円
165，173，700円
596，071，400円
304，545，200円
361，138，200円
882，816，700円
1，218，341，700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 4，250，495，500円

総入場人員 8，536名 （有料入場人員 7，642名）
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