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02049 1月28日 晴 良 （29中京1）第5日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走9時50分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

33 アオイテソーロ 牝3黒鹿 54
51 ▲坂井 瑠星了德寺健二氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 498＋ 21：56．3 1．6�

610 テイエムアンムート 牝3黒鹿 54
53 ☆岩崎 翼竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 日高テイエム

牧場株式会社 472－ 41：56．83 5．3�
814 ブランニューカップ 牝3青鹿54 菱田 裕二吉田 千津氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 436＋ 41：56．9� 38．4�
813 クリノヴィクトリア 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 438－101：57．0� 96．4�
46 クインズヌーサ 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 466－ 61：57．74 65．6�
711 ピンクスター 牝3鹿 54 岩田 康誠チームユッキレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 458± 0 〃 ハナ 5．4�
712 ラ バ ブ ル 牝3鹿 54 宮崎 北斗小林竜太郎氏 中川 公成 浦河 上山牧場 454－101：58．12� 200．3	
45 ル リ オ ン 牝3鹿 54 北村 友一
前川企画 野中 賢二 新冠 須崎牧場 434＋ 41：58．2クビ 10．1�
34 レディロックバンド 牝3黒鹿 54

53 ☆長岡 禎仁吉田 千津氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 466＋ 61：58．52 117．8�
11 エイトクレイン 牝3鹿 54 �島 良太
協和牧場 飯田 祐史 新冠 協和牧場 436± 01：58．92� 13．1
57 モンサンエクレウス 牝3黒鹿 54

52 △伴 啓太山下 新一氏 菊沢 隆徳 浦河 三嶋牧場 494＋ 22：01．1大差 141．3�
22 タイセイエンジェル 牝3栗 54 吉井 友彦田中 成奉氏 伊藤 大士 浦河 谷口牧場 454－182：01．73� 225．8�

（笠松）

58 エリーミニスター 牝3鹿 54
52 △原田 和真谷川 正純氏 萱野 浩二 新冠 アサヒ牧場 B464－ 62：03．29 110．4�

69 ウィズリスペクト 牝3鹿 54 嶋田 純次新木 鈴子氏 成島 英春 日高 ナカノファーム 418－ 8 〃 クビ 310．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 18，831，700円 複勝： 67，631，200円 枠連： 11，161，200円
馬連： 29，622，600円 馬単： 20，360，400円 ワイド： 21，497，800円
3連複： 46，232，200円 3連単： 84，054，000円 計： 299，391，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 100円 � 140円 � 400円 枠 連（3－6） 330円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 200円 �� 720円 �� 1，590円

3 連 複 ��� 2，200円 3 連 単 ��� 6，280円

票 数

単勝票数 計 188317 的中 � 93095（1番人気）
複勝票数 計 676312 的中 � 537747（1番人気）� 39209（3番人気）� 7477（6番人気）
枠連票数 計 111612 的中 （3－6） 25821（2番人気）
馬連票数 計 296226 的中 �� 52726（2番人気）
馬単票数 計 203604 的中 �� 24608（2番人気）
ワイド票数 計 214978 的中 �� 34131（2番人気）�� 6839（8番人気）�� 2910（15番人気）
3連複票数 計 462322 的中 ��� 15752（7番人気）
3連単票数 計 840540 的中 ��� 9694（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―37．6―51．0―1：04．0―1：16．9―1：30．1―1：42．8

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アオイテソーロ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 Rainbow Corner デビュー 2016．10．23 京都3着

2014．4．29生 牝3黒鹿 母 リアルナンバー 母母 Numeraria 6戦1勝 賞金 12，050，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タイセイエンジェル号・エリーミニスター号・ウィズリスペクト号は，「タイムオーバーによる出走制

限」のため，平成29年2月28日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

02050 1月28日 晴 良 （29中京1）第5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

36 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 432＋ 61：27．1 2．2�

816 スピーディクール 牡3栗 56 杉原 誠人ライオンレースホース� 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 470－ 21：27．73� 4．5�
12 ウニオミュスティカ 牡3栗 56 藤岡 康太吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 490＋ 21：27．8� 6．5�
35 サンマルアルティマ 牡3黒鹿56 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 浦河 中村 雅明 476± 01：27．9クビ 12．4�
713 クリスタルバブルス 牡3黒鹿56 高倉 稜 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム B464＋ 61：28．11� 22．1�
23 ペプチドホープ 牡3鹿 56 竹之下智昭沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 B478± 0 〃 ハナ 11．3	
714 キングラズベリー 牡3栗 56 幸 英明山本美佐江氏 目野 哲也 新冠 武田 修一 458－ 41：28．63 39．6

510 バーディーズカフェ 牡3鹿 56 秋山真一郎田島 大史氏 中村 均 新冠 オリエント牧場 524＋ 21：28．7� 50．2�
815 キタノリツメイ 牝3栗 54 西村 太一�ミルファーム 萱野 浩二 浦河 ミルファーム 434－ 21：28．8� 48．0
24 コ ハ ク 牡3栗 56 吉井 友彦中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 460－ 4 〃 クビ 94．5�

（笠松）

611 バックナンバー 牡3青鹿 56
55 ☆�島 克駿三宅 勝俊氏 佐々木晶三 浦河 昭和牧場 472＋ 41：28．9クビ 81．0�

47 タイキブリジャール 牡3鹿 56 岩田 康誠�大樹ファーム 大久保龍志 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 452＋121：29．0� 8．7�

59 マスターマインド 	3鹿 56
53 ▲野中悠太郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大江原 哲 新ひだか 矢野牧場 438＋ 21：30．17 214．6�
48 モ ズ ス テ ラ 牡3黒鹿 56

53 ▲坂井 瑠星 �キャピタル・システム 清水 久詞 浦河 バンブー牧場 B514± 0 〃 アタマ 87．9�
11 ワタシガンバルネ 牝3栗 54

52 △原田 和真�LS.M 天間 昭一 平取 船越 伸也 414－ 21：30．73� 170．0�
612 コメンテーター 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 434＋ 41：31．55 525．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，198，100円 複勝： 33，905，400円 枠連： 7，591，900円
馬連： 27，975，300円 馬単： 15，137，700円 ワイド： 19，847，300円
3連複： 39，310，100円 3連単： 49，895，700円 計： 210，861，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 140円 � 150円 枠 連（3－8） 460円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 220円 �� 230円 �� 470円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 3，220円

票 数

単勝票数 計 171981 的中 � 60270（1番人気）
複勝票数 計 339054 的中 � 154419（1番人気）� 44079（2番人気）� 37694（3番人気）
枠連票数 計 75919 的中 （3－8） 12622（1番人気）
馬連票数 計 279753 的中 �� 38306（1番人気）
馬単票数 計 151377 的中 �� 13640（1番人気）
ワイド票数 計 198473 的中 �� 24087（1番人気）�� 23515（2番人気）�� 9253（5番人気）
3連複票数 計 393101 的中 ��� 32607（1番人気）
3連単票数 計 498957 的中 ��� 11218（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．5―35．4―48．2―1：01．1―1：13．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カワキタエビデンス �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．7．3 中京6着

2014．3．24生 牝3鹿 母 トキノミスタキオン 母母 ダムドコンパニー 7戦1勝 賞金 11，050，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 グローリアスイリス号
（非抽選馬） 2頭 キョウエイバロック号・ダンツプロシード号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第１回 中京競馬 第５日



02051 1月28日 晴 良 （29中京1）第5日 第3競走 ��
��1，800�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
1：48．9
1：47．8

重
重

59 � カケルテソーロ 牡3芦 56 岩田 康誠了德寺健二氏 吉村 圭司 米 Rosecrest
Farm LLC 558＋ 61：56．1 3．1�

510 ハイクアウト 牡3鹿 56 吉井 友彦�ノースヒルズ 浜田多実雄 新ひだか 土居牧場 498± 01：56．63 22．2�
（笠松）

815 フォースライン 牡3黒鹿56 北村 友一吉田 勝己氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 506－ 2 〃 ハナ 3．6�
612 リヴァイアサン 牡3鹿 56 石橋 脩星野 祐介氏 相沢 郁 青森 ユーコー牧場 490－181：57．13 5．7�
611 マイネルエーポス 牡3鹿 56 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 石田牧場 460± 0 〃 クビ 20．7�
816� キ エ レ 牝3栗 54 藤岡 康太前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills

Co. Ltd. 430－ 81：57．41� 9．1	
11 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 512－ 41：57．82	 8．8

47 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± 01：58．33 19．4�
713 ラ ン ボ シ 牡3鹿 56 宮崎 北斗古川 智洋氏 中川 公成 新ひだか 松田牧場 B480－10 〃 アタマ 37．4�
48 ダンツプロシード 牡3栗 56 松若 風馬山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 508－ 21：58．51 19．5
23 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 498＋ 41：59．13	 144．7�
24 プロクレイマー 牡3黒鹿56 中谷 雄太水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 490＋ 4 〃 クビ 174．2�
714 ナリタクローネ 牡3鹿 56 高倉 稜�オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 460＋ 21：59．42 78．8�
12 レオチェックメイト 牡3青鹿 56

55 ☆長岡 禎仁�レオ 田島 俊明 新冠 浜口牧場 500± 01：59．93 386．8�
35 マイネルヴィレ 牡3鹿 56 丸山 元気 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 的場牧場 480± 0 〃 クビ 112．2�
36 ツ ク バ ネ 牡3黒鹿 56

54 △原田 和真江川 伸夫氏 石栗 龍彦 日高 賀張三浦牧場 440－ 42：00．85 361．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，582，100円 複勝： 27，657，400円 枠連： 9，801，300円
馬連： 30，821，500円 馬単： 15，315，600円 ワイド： 22，318，200円
3連複： 43，569，900円 3連単： 54，156，400円 計： 223，222，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 550円 � 140円 枠 連（5－5） 5，380円

馬 連 �� 5，270円 馬 単 �� 6，890円

ワ イ ド �� 1，670円 �� 260円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 5，310円 3 連 単 ��� 28，630円

票 数

単勝票数 計 195821 的中 � 49560（1番人気）
複勝票数 計 276574 的中 � 51648（2番人気）� 8454（9番人気）� 64547（1番人気）
枠連票数 計 98013 的中 （5－5） 1410（16番人気）
馬連票数 計 308215 的中 �� 4529（19番人気）
馬単票数 計 153156 的中 �� 1666（24番人気）
ワイド票数 計 223182 的中 �� 3081（25番人気）�� 26217（1番人気）�� 3457（20番人気）
3連複票数 計 435699 的中 ��� 6152（20番人気）
3連単票数 計 541564 的中 ��� 1371（93番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―38．3―51．5―1：04．5―1：17．9―1：31．1―1：43．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�カケルテソーロ �
�
父 Mizzen Mast �

�
母父 Hennessy デビュー 2016．11．5 東京3着

2014．4．26生 牡3芦 母 Storidawn 母母 Dream for a Moment 3戦1勝 賞金 6，800，000円
※ダンツプロシード号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

02052 1月28日 晴 良 （29中京1）第5日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時20分 （ダート・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
1：21．9
1：21．5

良
不良

22 イイデファイナル 牡3芦 56 中谷 雄太松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 山岡ファーム 520 ―1：27．0 4．3�
712 マンハッタンロック 牡3鹿 56 秋山真一郎 �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 456 ―1：27．31� 3．7�
813 ブルベアジュラフ 牡3鹿 56 松若 風馬 �ブルアンドベア 川村 禎彦 新ひだか 土田農場 502 ―1：27．4� 4．7�
57 メイショウソリッド 牡3黒鹿 56

55 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 村下 明博 490 ―1：28．03� 22．6�
69 タガノエヴァンジル 牝3鹿 54 藤岡 康太八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470 ―1：28．63� 7．3	
711 ブラウンプレスト 牡3鹿 56

55 ☆	島 克駿キャピタルクラブ 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド 458 ―1：28．7� 18．8

46 ケイアイアン 牡3鹿 56 北村 友一杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 476 ―1：29．55 15．3�
58 スズカコスモス 牝3栗 54 菱田 裕二永井 啓弍氏 杉山 晴紀 新ひだか 岡野牧場 488 ―1：30．77 29．9�
45 アメリカンジョーク 牝3黒鹿 54

52 △原田 和真山上 和良氏 和田 正道 浦河 カナイシスタッド 448 ―1：30．8クビ 61．5
610 ナチュラルキラー 牡3栗 56

54 △伴 啓太�藤原牧場 和田 正道 新ひだか 藤原牧場 484 ―1：30．9� 43．9�
11 フ リ ッ カ 牝3栗 54 高倉 稜門野 重雄氏 岡田 稲男 新ひだか フジワラフアーム 440 ―1：31．11� 7．8�
33 デンコウタカミー 牡3栗 56 丸田 恭介田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 赤田牧場 518 ―1：31．31
 48．4�
814 アイファークッキー 牝3鹿 54 藤懸 貴志中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 静内山田牧場 432 ―1：32．36 105．1�
34 ガッサンロマン 牡3黒鹿 56

55 ☆中井 裕二西村 專次氏 鈴木 伸尋 浦河 荻伏三好フ
アーム 484 ―1：32．72� 68．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，576，800円 複勝： 16，964，200円 枠連： 8，043，700円
馬連： 24，884，000円 馬単： 12，659，100円 ワイド： 16，521，200円
3連複： 32，761，400円 3連単： 42，709，100円 計： 170，119，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 140円 � 160円 枠 連（2－7） 740円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 370円 �� 380円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，240円 3 連 単 ��� 5，990円

票 数

単勝票数 計 155768 的中 � 28880（2番人気）
複勝票数 計 169642 的中 � 25279（3番人気）� 33155（1番人気）� 27766（2番人気）
枠連票数 計 80437 的中 （2－7） 8373（2番人気）
馬連票数 計 248840 的中 �� 24055（1番人気）
馬単票数 計 126591 的中 �� 5089（3番人気）
ワイド票数 計 165212 的中 �� 11294（1番人気）�� 11009（2番人気）�� 10877（3番人気）
3連複票数 計 327614 的中 ��� 19742（1番人気）
3連単票数 計 427091 的中 ��� 5161（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．3―36．8―49．6―1：02．7―1：14．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イイデファイナル �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 サクラプレジデント 初出走

2014．4．8生 牡3芦 母 イイデサンドラ 母母 ロマンスレディー 1戦1勝 賞金 6，000，000円



02053 1月28日 晴 良 （29中京1）第5日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時10分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．8
1：19．0

良
良

714 ステラルージュ 牝3栗 54 高倉 稜野田 善己氏 渡辺 薫彦 新冠 中村 弘昭 398－ 21：23．1 3．8�
48 ニシノフローラル 牝3鹿 54 松田 大作西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 500－ 8 〃 クビ 3．0�
818 ダンツストーク 牝3青鹿54 北村 友一山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 岡田スタツド 436＋ 41：23．41� 4．6�
510 パッションチカ 牝3鹿 54 吉井 友彦冨沢 敦子氏 崎山 博樹 浦河 浦河小林牧場 436－101：23．71� 34．7�

（笠松）

35 カガエクリプス 牡3黒鹿56 西田雄一郎香川 憲次氏 萱野 浩二 日高 サンシャイン
牧場 534± 0 〃 クビ 189．6�

817 タマノオータム 牝3鹿 54
51 ▲荻野 極玉腰 勇吉氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 398－ 81：23．8� 31．5�

11 マーブルクリス 牡3鹿 56
54 △伴 啓太下村 直氏 池添 兼雄 浦河 猿橋 義昭 470－101：23．9� 21．7	

715 ニシノエアレス 牝3栗 54
53 ☆	島 克駿西山 茂行氏 浅見 秀一 新ひだか 本桐牧場 438－ 81：24．0クビ 11．4


12 ヒロノランマン 牡3栗 56
53 ▲三津谷隼人サンエイ開発� 寺島 良 浦河 浦河小林牧場 494＋ 41：24．31� 87．4�

36 プ リ ン セ ス 牝3黒鹿 54
52 △原田 和真 M・

Kenichiホールディング� 伊藤 大士 新ひだか 橋本牧場 480＋ 8 〃 クビ 9．1
23 マッシヴエレガンス 牝3鹿 54 東川 公則小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 畠山牧場 468－ 6 〃 アタマ 19．3�

（笠松）

612 セブンシーミノル 牝3鹿 54
53 ☆加藤 祥太吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 426－ 81：24．61� 117．0�

59 タントミール 牝3鹿 54 西村 太一�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 藤本牧場 412－ 6 〃 クビ 80．2�
816 ローズジャイプール 牝3栗 54 丸山 元気田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新ひだか 萩澤 俊雄 436＋ 41：25．02� 39．7�
713 セレステアルスター 牝3青鹿 54

53 ☆長岡 禎仁�錦岡牧場 和田 正道 新冠 錦岡牧場 422＋ 81：25．2� 282．2�
24 ネオヴィヴィッド 牝3芦 54 秋山真一郎小林 仁幸氏 平田 修 日高 メイプルファーム 406＋ 61：25．62� 45．6�
611 ハ イ ハ ッ ト 牡3黒鹿 56

53 ▲坂井 瑠星畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 中神牧場 440＋ 41：25．81
 252．8�
47 ロマングレース 牝3芦 54 菱田 裕二菅 實氏 松永 康利 日高 日高大洋牧場 456＋221：26．75 108．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 19，086，500円 複勝： 22，852，600円 枠連： 11，114，100円
馬連： 32，674，800円 馬単： 16，957，200円 ワイド： 23，721，300円
3連複： 52，015，300円 3連単： 62，410，000円 計： 240，831，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 120円 � 150円 枠 連（4－7） 510円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 250円 �� 360円 �� 320円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 3，190円

票 数

単勝票数 計 190865 的中 � 39167（2番人気）
複勝票数 計 228526 的中 � 38281（2番人気）� 56186（1番人気）� 34409（3番人気）
枠連票数 計 111141 的中 （4－7） 16811（1番人気）
馬連票数 計 326748 的中 �� 44572（1番人気）
馬単票数 計 169572 的中 �� 10415（2番人気）
ワイド票数 計 237213 的中 �� 25979（1番人気）�� 16023（3番人気）�� 18786（2番人気）
3連複票数 計 520153 的中 ��� 56171（1番人気）
3連単票数 計 624100 的中 ��� 14172（2番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．5―12．8―11．8―11．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．7―47．5―59．3―1：11．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F35．6
3 ・（1，16）（2，17）（7，8）（6，9）（3，4，10）（5，14，18）（13，15）－（11，12） 4 ・（1，16）（2，17）（7，8）（5，6，9）（3，10）（13，4，18）14，15（11，12）

勝馬の
紹 介

ステラルージュ �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2016．12．4 阪神2着

2014．3．22生 牝3栗 母 マザーズウィッシュ 母母 ゴールデンカラーズ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

02054 1月28日 晴 良 （29中京1）第5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）

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

510 ビ バ ラ ビ ダ 牝4鹿 54
53 ☆長岡 禎仁桐谷 茂氏 石栗 龍彦 浦河 久保 昇 472－ 61：13．0 6．2�

59 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 512－ 81：13．21� 5．4�

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 450－ 61：13．3� 8．5�

47 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 440－ 2 〃 クビ 9．4�

48 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 474＋ 21：13．4クビ 11．2�

36 ティアップブロンド 牝5栗 55 幸 英明田中 昇氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 B518＋ 6 〃 アタマ 6．0�
24 スズカプリズム 牝4栗 54 中谷 雄太永井 啓弍氏 橋田 満 新冠 岩見牧場 474± 01：13．61� 24．8	
611 レッドファーレン 牝5青鹿55 丸田 恭介 
東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 436－ 8 〃 クビ 63．4�
35 ジョリガーニャント 牝4鹿 54

52 △原田 和真井上 一郎氏 矢野 英一 新冠 須崎牧場 468－12 〃 ハナ 6．1�
11 シアワセデス 牝4鹿 54 松若 風馬窪田 康志氏 浜田多実雄 浦河 有限会社

吉田ファーム 488± 01：13．7クビ 24．8
23 パルパルパンダ 牝4黒鹿54 松田 大作内田 玄祥氏 松山 将樹 新ひだか 田中 裕之 464－ 41：13．91� 30．8�
815� クリノツネチャン 牝6栗 55 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 日高 川島 良一 458－121：14．22 202．9�
714 アナフィエル 牝4栗 54

51 ▲坂井 瑠星
ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 株式会社
ノースヒルズ 438－ 61：14．3クビ 13．3�

12 ビットアリエス 牝6青鹿55 北村 友一礒川 正明氏 牧田 和弥 えりも エクセルマネジメント 464＋ 71：14．93� 26．4�
713� カ キ ツ バ タ 牝5黒鹿55 吉井 友彦中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 414－ 21：15．0	 224．2�

（笠松）

816 スミレタンポポ 牝5鹿 55 横山 和生海谷 幸司氏 高橋 義博 浦河 高野牧場 430＋121：15．21� 65．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，095，500円 複勝： 27，757，600円 枠連： 11，694，500円
馬連： 29，984，200円 馬単： 14，729，600円 ワイド： 22，970，100円
3連複： 47，273，800円 3連単： 55，608，900円 計： 227，114，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 190円 � 180円 � 240円 枠 連（5－5） 1，550円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 3，060円

ワ イ ド �� 600円 �� 880円 �� 770円

3 連 複 ��� 4，140円 3 連 単 ��� 20，140円

票 数

単勝票数 計 170955 的中 � 21990（4番人気）
複勝票数 計 277576 的中 � 40716（2番人気）� 41490（1番人気）� 27404（4番人気）
枠連票数 計 116945 的中 （5－5） 5818（6番人気）
馬連票数 計 299842 的中 �� 14881（2番人気）
馬単票数 計 147296 的中 �� 3604（4番人気）
ワイド票数 計 229701 的中 �� 10075（2番人気）�� 6588（9番人気）�� 7572（4番人気）
3連複票数 計 472738 的中 ��� 8560（6番人気）
3連単票数 計 556089 的中 ��� 2001（18番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―11．9―12．3―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．9―35．8―48．1―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビ バ ラ ビ ダ �
�
父 スウィフトカレント �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2015．7．11 函館3着

2013．4．14生 牝4鹿 母 リバティスプライト 母母 ホクトスプライト 20戦2勝 賞金 22，050，000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 ウェディングラン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



02055 1月28日 晴 良 （29中京1）第5日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時10分 （ダート・左）
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

47 ミスズスター 牡4鹿 56 幸 英明永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 山際セントラルスタッド 462± 01：25．7 3．2�
48 ウォーターイーグル 牡5黒鹿57 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 530＋101：25．91� 12．0�
510	 プレスアテンション 牡6栗 57 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 540＋ 41：26．0� 7．9�
714 ク ラ イ シ ス 牡4鹿 56 石橋 脩前田 幸治氏 
島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494＋ 2 〃 アタマ 4．9�
24 � ベ ラ ポ ー サ 牝4鹿 54 藤岡 康太吉田 和子氏 堀 宣行 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. 484－ 21：26．42� 5．9�
816	 ヒルノサルバドール 牡4栗 56 
島 良太�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 440＋ 21：26．82� 6．6	
36 ハッピーロード �6栗 57 岩田 康誠豊田 一致氏 小崎 憲 新冠 松本 信行 508＋ 8 〃 ハナ 21．7

815 アイアンマン 牡4鹿 56 秋山真一郎杉山 忠国氏 池江 泰寿 新ひだか 明治牧場 464＋ 81：26．9� 54．2�
11 サ マ ニ ー 牡4青鹿56 吉井 友彦井上 一郎氏 伊藤 大士 様似 中脇 一幸 504＋ 41：27．22 123．5�

（笠松）

612 タイセイパルサー 牡4黒鹿56 東川 公則田中 成奉氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 502＋18 〃 ハナ 77．0
（笠松）

611 クラウンヴォルカン 牡4青 56 荻野 琢真矢野 恭裕氏 梅田 智之 日高 クラウン日高牧場 532＋301：27．41 72．9�
23 � ペガサスジュニア 牡6栗 57 中谷 雄太鶴見 芳子氏 高橋 文雅 米 Dr. Masa-

take Iida B534＋ 21：27．61 114．4�
713�	 キタサンシリーズ 牡4栗 56 松若 風馬�大野商事 清水 久詞 米

Fred W. Hertrich
III & John D.
Fielding

494＋ 61：27．81 36．4�
35 	 コウザンアプローチ 牡4鹿 56

53 ▲坂井 瑠星山下 良子氏 笹田 和秀 日高 白井牧場 506－ 71：27．9� 19．3�
59 サ ノ マ ル 牡4栗 56

55 ☆中井 裕二佐野 信幸氏 尾形 和幸 新冠 ハクツ牧場 496＋ 81：28．75 124．8�
12 バトルハルトマン 牡4栗 56

55 ☆岩崎 翼宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 山岸 康 530＋18 〃 クビ 48．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，489，700円 複勝： 29，880，600円 枠連： 9，255，100円
馬連： 34，426，000円 馬単： 17，250，100円 ワイド： 23，372，800円
3連複： 50，379，800円 3連単： 60，169，200円 計： 248，223，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 340円 � 200円 枠 連（4－4） 2，300円

馬 連 �� 2，060円 馬 単 �� 3，540円

ワ イ ド �� 840円 �� 580円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 5，620円 3 連 単 ��� 23，030円

票 数

単勝票数 計 234897 的中 � 57557（1番人気）
複勝票数 計 298806 的中 � 73347（1番人気）� 17043（7番人気）� 36461（3番人気）
枠連票数 計 92551 的中 （4－4） 3111（11番人気）
馬連票数 計 344260 的中 �� 12923（8番人気）
馬単票数 計 172501 的中 �� 3651（15番人気）
ワイド票数 計 233728 的中 �� 7149（9番人気）�� 10732（5番人気）�� 3928（18番人気）
3連複票数 計 503798 的中 ��� 6714（16番人気）
3連単票数 計 601692 的中 ��� 1894（64番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．7―12．5―12．8―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．9―47．4―1：00．2―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミスズスター �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Aptitude デビュー 2015．8．1 札幌5着

2013．4．18生 牡4鹿 母 フィールザミリオン 母母 Feel the Capote 15戦2勝 賞金 22，050，000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 オーバーウェルム号・トルセドール号
（非抽選馬） 3頭 コパデスコパ号・シンガン号・ツインプラネット号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

02056 1月28日 晴 良 （29中京1）第5日 第8競走 2，000�サラブレッド系4歳以上
発走13時40分 （芝・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
1：58．4
1：56．1

良
良

59 カレンラストショー 牡5栗 57
54 ▲荻野 極鈴木 隆司氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 444＋ 42：02．5 4．8�

23 ダノンサンシャイン 牡4栗 56
55 ☆加藤 祥太�ダノックス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム B496± 02：02．81� 7．4�

34 トーセンカナロア 牡5鹿 57 西村 太一島川 �哉氏 小桧山 悟 洞�湖 レイクヴィラファーム 486－ 6 〃 クビ 10．6�
58 コメットシーカー 牡7鹿 57

56 ☆�島 克駿 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 504＋12 〃 アタマ 8．5	
611� レイホーロマンス 牝4鹿 54

52 △原田 和真永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 410－ 42：03．11� 45．9

712 ジャポニカーラ 牝5黒鹿55 横山 和生 �シルクレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 416＋162：03．31� 6．6�
11 ダンツペレット 牡4芦 56 藤懸 貴志山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 510＋ 4 〃 クビ 56．0�
814 トライブキング 牡4鹿 56

53 ▲野中悠太郎前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 456－ 42：03．51� 2．8
47 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 470－ 42：03．6� 18．7�
815 ラ ム レ イ 牝5鹿 55 杉原 誠人山本 剛史氏 鹿戸 雄一 新ひだか 乾 皆雄 484＋ 6 〃 ハナ 155．7�
610 スイートメモリーズ 牝4黒鹿 54

53 ☆中井 裕二堀口 晴男氏 中川 公成 新ひだか 三石ファーム 492－102：03．91� 14．4�
46 � コパノハミルトン 牡5黒鹿 57

56 ☆長岡 禎仁小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 B500－ 22：04．0� 59．1�
35 ヤマニンナジャーハ 牝5黒鹿 55

52 ▲坂井 瑠星土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 442－ 4 〃 アタマ 137．9�
22 � マ リ ネ リ ス 牝4鹿 54

52 △伴 啓太今中 俊平氏 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 414＋ 42：04．1クビ 175．4�
713� ラインキュート 牝5栗 55 嶋田 純次志邑 宣彦氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 414－ 82：07．5大差 344．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，265，600円 複勝： 27，119，800円 枠連： 9，972，300円
馬連： 35，077，400円 馬単： 16，664，200円 ワイド： 24，052，500円
3連複： 47，617，400円 3連単： 59，444，100円 計： 240，213，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 190円 � 240円 � 280円 枠 連（2－5） 1，200円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 2，990円

ワ イ ド �� 710円 �� 730円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 4，360円 3 連 単 ��� 20，410円

票 数

単勝票数 計 202656 的中 � 33560（2番人気）
複勝票数 計 271198 的中 � 40981（2番人気）� 29044（4番人気）� 22920（6番人気）
枠連票数 計 99723 的中 （2－5） 6390（5番人気）
馬連票数 計 350774 的中 �� 15291（8番人気）
馬単票数 計 166642 的中 �� 4176（10番人気）
ワイド票数 計 240525 的中 �� 8766（8番人気）�� 8538（9番人気）�� 5658（15番人気）
3連複票数 計 476174 的中 ��� 8182（16番人気）
3連単票数 計 594441 的中 ��� 2111（63番人気）

ハロンタイム 13．1―12．6―13．0―12．7―12．7―12．3―11．8―11．4―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．7―38．7―51．4―1：04．1―1：16．4―1：28．2―1：39．6―1：50．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カレンラストショー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．9．21 阪神4着

2012．4．8生 牡5栗 母 ヴィヴィッドカラー 母母 アドマイヤライト 21戦2勝 賞金 34，696，000円
〔発走状況〕 ラインキュート号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔制裁〕 ジャポニカーラ号の騎手横山和生は，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：7番・

11番）
〔調教再審査〕 ラインキュート号は，発走調教再審査。
※ラインキュート号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



02057 1月28日 晴 良 （29中京1）第5日 第9競走 ��1，800�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
1：48．9
1：47．8

重
重

712 ダ ン カ ン 牡5鹿 57 幸 英明杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 456－ 41：54．9 23．6�
47 � アンリキャトル �6黒鹿 57

56 ☆加藤 祥太村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 466－ 61：55．11� 12．2�
23 サウンドスタジオ 牡4鹿 56 松若 風馬増田 雄一氏 吉田 直弘 新ひだか 矢野牧場 498＋ 2 〃 アタマ 12．5�
611 シンゼンガンプ 牡5鹿 57 秋山真一郎原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 樋渡 志尚 472＋121：55．2	 5．7�
11 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± 01：55．41	 1．7�
46 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 B482＋ 21：55．5クビ 54．5�
814� パラティーノ 牡8黒鹿57 丸山 元気村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 534＋ 2 〃 クビ 30．7	
713� 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 534－ 2 〃 ハナ 50．6

35 ロードスター 牡4栗 56

55 ☆中井 裕二 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 494＋241：55．6クビ 17．2�

59 コ マ ク サ 牡5黒鹿 57
55 △伴 啓太江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 森田 芳男 478± 01：56．02	 61．7�

610 レアルイモン 牡5栗 57 松田 大作井門 昭二氏 松山 将樹 日高 坂 牧場 B500－ 21：56．21	 26．3
34 � ミュゼバトラー 牡5栗 57

54 ▲野中悠太郎西村 豊氏 大江原 哲 新ひだか 友田牧場 512＋ 21：56．62	 63．7�
22 タイセイブラスト 牡4鹿 56

53 ▲坂井 瑠星田中 成奉氏 菊川 正達 日高 日西牧場 510＋141：56．81	 228．0�
58 サクラプレミア 牡6黒鹿57 丸田 恭介�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 木田 祐博 496＋201：57．54 97．7�
815 マコトシャムロック 牡4青鹿 56

53 ▲荻野 極�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 B504＋121：58．56 11．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 27，877，400円 複勝： 54，754，500円 枠連： 13，637，500円
馬連： 46，048，800円 馬単： 29，249，300円 ワイド： 32，777，500円
3連複： 68，482，600円 3連単： 107，445，900円 計： 380，273，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，360円 複 勝 � 700円 � 420円 � 330円 枠 連（4－7） 6，770円

馬 連 �� 8，750円 馬 単 �� 23，460円

ワ イ ド �� 2，340円 �� 2，500円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 25，270円 3 連 単 ��� 192，810円

票 数

単勝票数 計 278774 的中 � 9432（7番人気）
複勝票数 計 547545 的中 � 18988（6番人気）� 34758（4番人気）� 46320（2番人気）
枠連票数 計 136375 的中 （4－7） 1561（20番人気）
馬連票数 計 460488 的中 �� 4076（28番人気）
馬単票数 計 292493 的中 �� 935（62番人気）
ワイド票数 計 327775 的中 �� 3573（27番人気）�� 3348（30番人気）�� 6659（12番人気）
3連複票数 計 684826 的中 ��� 2032（83番人気）
3連単票数 計1074459 的中 ��� 404（520番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―13．1―13．6―12．9―12．7―13．0―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．6―36．7―50．3―1：03．2―1：15．9―1：28．9―1：41．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F39．0
1
3
15－1，2，14（4，5）11－13（3，6）－7，8－12－10－9
1（15，2，14）（4，6，5）（11，7）3（8，13）12（10，9）

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

勝馬の
紹 介

ダ ン カ ン �
�
父 カ ン パ ニ ー �

�
母父 リンドシェーバー デビュー 2014．9．13 阪神9着

2012．5．9生 牡5鹿 母 カントリースタイル 母母 キヌノヤシオ 22戦2勝 賞金 19，200，000円

02058 1月28日 晴 良 （29中京1）第5日 第10競走 ��
��1，200�ご ぎ ょ う 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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

36 � スーパーモリオン 牡3青鹿56 幸 英明林 正道氏 浅見 秀一 米 Mr. & Mrs.
Al Mazzetti 494－ 21：13．0 5．1�

47 � アスタースウィング 牡3栗 56 藤岡 康太加藤 久枝氏 中竹 和也 米 WinStar
Farm, LLC 494± 01：13．1� 4．4�

24 � セイウンストリーム 牡3鹿 56 石橋 脩西山 茂行氏 水野 貴広 米 Jack
Swain III 476＋ 21：13．31	 12．9�

59 メイショウミズカゼ 牡3栗 56 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 462－ 21：13．51	 10．8�
510 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 442－ 4 〃 アタマ 42．6�
12 ハシルキセキ 牡3鹿 56 長岡 禎仁	ミルファーム 伊藤 正徳 浦河 ミルファーム 472＋ 4 〃 アタマ 157．8

611 ビックリシタナモー 牡3黒鹿56 北村 友一小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 500－ 61：13．6クビ 18．6�
713 オアシスクイーン 牝3鹿 54 加藤 祥太村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 442－101：13．81� 29．9�
23 ドリームアロー 牡3鹿 56 藤懸 貴志 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 日高 出口牧場 400± 01：13．9クビ 243．5
11 メイクグローリー 牡3栗 56 菱田 裕二ライオンレースホース� 西村 真幸 浦河 絵笛牧場 B472＋ 2 〃 ハナ 67．5�
48 ア ー ド ラ ー 牡3鹿 56 松若 風馬吉澤 克己氏 音無 秀孝 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B470＋ 21：14．32� 11．5�
612 メイショウジーク 牡3鹿 56 岩田 康誠松本 好�氏 中内田充正 浦河 赤田牧場 458＋ 4 〃 アタマ 2．5�
714 ポッドジーニー 牝3黒鹿54 横山 和生小川眞査雄氏 伊藤 伸一 新ひだか 下屋敷牧場 454＋ 21：14．51	 29．4�
35 � ヤコウレッシャ 牡3黒鹿56 東川 公則道地 房男氏 今津 博之 日高 下河辺牧場 490－ 41：14．81� 351．8�

（愛知） （笠松）

815� サザンオールスター 牡3鹿 56 吉井 友彦小菅 誠氏 今津 博之 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム B448－ 4 〃 アタマ 290．3�

（愛知） （笠松）

816 トップロマン 牡3青鹿56 岩崎 翼	宮内牧場 柴田 光陽 えりも 能登 浩 446－ 11：15．22� 327．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，176，600円 複勝： 50，258，100円 枠連： 17，451，400円
馬連： 66，423，200円 馬単： 31，951，800円 ワイド： 42，716，800円
3連複： 93，681，300円 3連単： 126，602，700円 計： 467，261，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 160円 � 160円 � 280円 枠 連（3－4） 750円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 340円 �� 860円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 3，840円 3 連 単 ��� 15，740円

票 数

単勝票数 計 381766 的中 � 59220（3番人気）
複勝票数 計 502581 的中 � 93518（2番人気）� 85351（3番人気）� 36882（6番人気）
枠連票数 計 174514 的中 （3－4） 17992（3番人気）
馬連票数 計 664232 的中 �� 63036（3番人気）
馬単票数 計 319518 的中 �� 14228（3番人気）
ワイド票数 計 427168 的中 �� 35589（2番人気）�� 12202（10番人気）�� 9314（13番人気）
3連複票数 計 936813 的中 ��� 18276（11番人気）
3連単票数 計1266027 的中 ��� 5830（37番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．7―12．5―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．3―47．8―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�スーパーモリオン �
�
父 Archarcharch �

�
母父 Devil His Due デビュー 2016．10．29 京都2着

2014．3．11生 牡3青鹿 母 Joyous Appeal 母母 Uniquely Appealing 4戦2勝 賞金 19，671，000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） 2頭 ダブルスプリット号・ファンヴィー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



02059 1月28日 晴 良 （29中京1）第5日 第11競走 ��
��1，200�中京スポーツ杯

発走15時25分 （芝・左）
4歳以上，1，000万円以下，28．1．30以降29．1．22まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

東京スポーツ新聞社賞（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 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

47 ニシノラディアント 牡4鹿 54 松田 大作西山 茂行氏 北出 成人 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 488＋ 41：07．8 16．7�

35 アドマイヤゴッド 牡5鹿 56 北村 友一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B498－ 21：07．9� 10．7�
23 デ ィ ア エ ナ 牝5黒鹿52 荻野 極桑畑 �信氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム B526＋161：08．11 24．4�
611� スズカプリオール 牡6鹿 53 長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B494－ 61：08．31 232．2�
24 テーオーソルジャー 牡6栗 55 岩田 康誠小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 478＋ 4 〃 クビ 28．8�
48 アグネスユーリヤ 牡5鹿 56 秋山真一郎畑佐 博氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 494＋12 〃 アタマ 4．0	
36 ダイアナヘイロー 牝4黒鹿54 菱田 裕二
駒秀 福島 信晴 浦河 大西ファーム 456± 01：08．51	 2．5�
816 スノーエンジェル 牝5芦 52 岩崎 翼三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 458－ 61：08．6� 19．5�
11 タガノスカイ 牝6鹿 52 
島 克駿八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478＋ 21：08．7� 22．5
12 � ランディングバース 牡5鹿 53 吉井 友彦 �シルクレーシング 加藤 征弘 米 Joe Walkoviak &

Gene Walkoviak B548＋ 2 〃 クビ 145．4�
（笠松）

59 � エリシェヴァ 牝4鹿 53 野中悠太郎前田 葉子氏 角田 晃一 米 North Hills
Co. Limited B478＋ 2 〃 ハナ 12．2�

818 タイセイララバイ 牝6青鹿51 松若 風馬田中 成奉氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 484－ 21：08．8クビ 82．9�
713 ノーブルルージュ 牝5黒鹿52 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 門別牧場 452－ 2 〃 クビ 16．0�
714 バシレウスライオン 牡4鹿 53 藤岡 康太ライオンレースホース
 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 476＋181：09．01	 22．3�
817� エクシードリミッツ 牝5栗 52 中谷 雄太吉田 和美氏 須貝 尚介 愛 Ballymooney

Foods Ltd 470± 01：09．1� 23．7�
510� タイキパラドックス 牡5栗 54 荻野 琢真�大樹ファーム 寺島 良 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 448＋ 81：09．2� 108．3�
715 オルフィーク 牝5青鹿52 伴 啓太加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 492－ 41：09．3� 192．4�
612 スナッチアキス 牝5鹿 52 坂井 瑠星西森 鶴氏 高市 圭二 浦河 梅田牧場 434－ 21：09．4� 62．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 50，898，300円 複勝： 64，987，900円 枠連： 41，935，300円
馬連： 162，841，900円 馬単： 71，438，700円 ワイド： 85，344，800円
3連複： 259，343，200円 3連単： 348，620，400円 計： 1，085，410，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，670円 複 勝 � 470円 � 350円 � 700円 枠 連（3－4） 380円

馬 連 �� 7，620円 馬 単 �� 15，180円

ワ イ ド �� 2，430円 �� 4，420円 �� 2，840円

3 連 複 ��� 39，970円 3 連 単 ��� 223，270円

票 数

単勝票数 計 508983 的中 � 24364（6番人気）
複勝票数 計 649879 的中 � 36564（6番人気）� 52184（3番人気）� 22848（10番人気）
枠連票数 計 419353 的中 （3－4） 84977（1番人気）
馬連票数 計1628419 的中 �� 16559（24番人気）
馬単票数 計 714387 的中 �� 3528（46番人気）
ワイド票数 計 853448 的中 �� 9099（24番人気）�� 4940（45番人気）�� 7763（27番人気）
3連複票数 計2593432 的中 ��� 4866（116番人気）
3連単票数 計3486204 的中 ��� 1132（615番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―10．9―10．9―11．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．6―33．5―44．4―55．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F34．3
3 17（6，9）3，15，5（1，8，12）7，16，2（4，11，13）14，18－10 4 17（6，9）3，15（1，5，8）（7，12）（2，4，11，16）13（18，14）－10

勝馬の
紹 介

ニシノラディアント �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 Dixieland Band デビュー 2016．1．17 中京3着

2013．5．1生 牡4鹿 母 スターデュエット 母母 Savannah Song 9戦2勝 賞金 27，906，000円
［他本会外：1戦1勝］

※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 ウイングパラダイス号・オフクヒメ号・コスモフレンチ号・ミキノドラマー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

02060 1月28日 晴 良 （29中京1）第5日 第12競走 ��1，600�
く ら が い け

鞍 ケ 池 特 別
発走16時00分 （芝・左）

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

本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000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
1：32．8
1：30．7

良
良

69 オンザロックス 牡4鹿 56 岩田 康誠稻井田安史氏 森 秀行 新冠 ベルモント
ファーム 478＋ 21：34．3 8．4�

711 ティーエスクライ 牝5芦 55 菱田 裕二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 456－ 41：34．4� 7．8�
57 ヴ ェ ネ ト 牡5鹿 57 北村 友一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452＋ 2 〃 ハナ 2．0�
56 アドマイヤロマン 牡4栗 56 藤岡 康太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 478－ 41：34．5� 16．7�
22 オメガハートソング 牝5青鹿55 石橋 脩原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 448－ 4 〃 ハナ 14．6�
710 ファンタサイズ 牡4鹿 56 坂井 瑠星 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 442＋ 41：34．71	 38．9	
33 
 ホーリーシュラウド 牝5黒鹿55 藤懸 貴志星野 康三氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 452＋10 〃 クビ 152．2

11 ペイシャマリヤ 牝4栗 54 丸山 元気北所 直人氏 松永 康利 新ひだか 友田牧場 460＋ 6 〃 ハナ 99．0�
45 ナリタゴールド �5鹿 57 森 一馬�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 424＋161：34．8クビ 27．4
68 ゴッドカリビアン 牝4鹿 54 �島 良太中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 448－ 4 〃 クビ 63．2�
812 サウンドバーニング 牡5鹿 57 幸 英明増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 428± 0 〃 アタマ 6．4�
44 ダノンキャップ 牡4栗 56 杉原 誠人�ダノックス 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 516－181：35．01	 64．9�
813 ウイングチップ �5黒鹿57 丸田 恭介 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 498± 0 〃 クビ 8．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 40，645，600円 複勝： 55，511，900円 枠連： 21，192，200円
馬連： 81，999，900円 馬単： 41，092，600円 ワイド： 50，731，200円
3連複： 115，681，100円 3連単： 175，450，500円 計： 582，305，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 200円 � 200円 � 130円 枠 連（6－7） 2，240円

馬 連 �� 2，870円 馬 単 �� 5，820円

ワ イ ド �� 790円 �� 430円 �� 350円

3 連 複 ��� 2，200円 3 連 単 ��� 22，010円

票 数

単勝票数 計 406456 的中 � 38559（5番人気）
複勝票数 計 555119 的中 � 58381（5番人気）� 62767（3番人気）� 149493（1番人気）
枠連票数 計 211922 的中 （6－7） 7327（9番人気）
馬連票数 計 819999 的中 �� 22126（11番人気）
馬単票数 計 410926 的中 �� 5287（22番人気）
ワイド票数 計 507312 的中 �� 15191（10番人気）�� 30801（4番人気）�� 39931（2番人気）
3連複票数 計1156811 的中 ��� 39403（5番人気）
3連単票数 計1754505 的中 ��� 5778（66番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．8―36．7―48．2―59．9―1：11．0―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．1―3F34．4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オンザロックス �
�
父 サムライハート �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2015．9．20 阪神6着

2013．4．23生 牡4鹿 母 ベルモントエルメス 母母 ミスダンジグ 15戦2勝 賞金 26，664，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。



（29中京1）第5日 1月28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 187頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

174，150，000円
12，600，000円
1，630，000円
19，240，000円
70，072，000円
4，862，000円
1，795，200円

勝馬投票券売得金
308，723，900円
479，281，200円
172，850，500円
602，779，600円
302，806，300円
385，871，500円
896，348，100円
1，226，566，900円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 4，375，228，000円

総入場人員 10，144名 （有料入場人員 9，349名）
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