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02049 1月27日 晴 稍重 （30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

12 インヴィジブルワン 牝3黒鹿54 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 470± 01：56．8 1．6�

59 シーダークィーン 牝3鹿 54 川須 栄彦杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 448－ 2 〃 ハナ 12．0�
510 ビップベリンダ 牝3黒鹿54 中谷 雄太鈴木 邦英氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 496＋ 21：57．22� 3．3�
713 ハイエストクイーン 牝3黒鹿 54

53 ☆坂井 瑠星山田 弘氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 462± 01：57．3� 69．5�
47 クロフネプリンセス 牝3栗 54

53 ☆義 英真サイプレスホール
ディングス合同会社 高橋 康之 日高 下河辺牧場 432± 01：57．4クビ 118．8�

23 シアトルトウショウ 牝3青鹿 54
51 ▲横山 武史トウショウ産業	 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 466－ 21：57．61� 14．8


36 ドヒョウギワ 牝3栗 54
53 ☆木幡 巧也芳賀 克也氏 中野 栄治 新冠 タニグチ牧場 498－101：57．7� 90．3�

611 メイショウツバキ 牝3黒鹿54 岩崎 翼松本 好�氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 446－ 41：57．8� 28．7
612 イ ナ ン ナ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子北所 直人氏 竹内 正洋 新ひだか 沖田 忠幸 452－121：58．75 29．5�
714 ア フ オ ラ カ 牝3栗 54

51 ▲富田 暁 	ローレルレーシング 加用 正 日高 タバタファーム 450± 01：59．01� 231．0�
816 デルマキール 牝3栗 54

53 ☆木幡 初也浅沼 廣幸氏 天間 昭一 日高 ファニーヒルファーム 478－ 41：59．1� 135．0�
815 タマモオテンバ 牝3栗 54 国分 恭介タマモ	 五十嵐忠男 新冠 守矢牧場 442－ 21：59．41� 240．0�
35 カシノクリス 牝3黒鹿 54

52 △森 裕太朗柏木 務氏 和田 雄二 新ひだか タイヘイ牧場 B444－ 21：59．61� 177．7�
24 ド ナ プ リ モ 牝3青鹿54 的場 勇人山田 貢一氏 高木 登 日高 日西牧場 464± 01：59．81� 57．7�
48 ハクユウゴールド 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也 	H.Iコーポレーション 村山 明 日高 本間牧場 468－ 22：00．12 257．9�
11 スズカアーチスト 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 460－ 2 （競走中止） 16．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 13，863，500円 複勝： 45，342，100円 枠連： 9，217，200円
馬連： 29，978，900円 馬単： 18，906，100円 ワイド： 23，759，600円
3連複： 48，724，400円 3連単： 72，279，400円 計： 262，071，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 160円 � 110円 枠 連（1－5） 160円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 280円 �� 130円 �� 330円

3 連 複 ��� 490円 3 連 単 ��� 2，430円

票 数

単勝票数 計 138635 的中 � 66511（1番人気）
複勝票数 計 453421 的中 � 313945（1番人気）� 20112（3番人気）� 55440（2番人気）
枠連票数 計 92172 的中 （1－5） 43207（1番人気）
馬連票数 計 299789 的中 �� 26356（2番人気）
馬単票数 計 189061 的中 �� 11939（3番人気）
ワイド票数 計 237596 的中 �� 17831（2番人気）�� 62509（1番人気）�� 14536（4番人気）
3連複票数 計 487244 的中 ��� 73856（1番人気）
3連単票数 計 722794 的中 ��� 21523（5番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―14．2―14．1―12．6―13．1―12．6―12．6―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―38．3―52．4―1：05．0―1：18．1―1：30．7―1：43．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

インヴィジブルワン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Devil His Due デビュー 2017．10．14 東京4着

2015．1．12生 牝3黒鹿 母 ワールドリープレジャー 母母 Fast Pleasure 6戦1勝 賞金 10，850，000円
〔競走中止〕 スズカアーチスト号は，最後の直線コースで急に外側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 スズカアーチスト号の騎手菊沢一樹は，最後の直線コースでの御法（内鞭を使用し，外側に逃避された）について過怠金

100，000円。（被害馬：14番・15番・7番・5番）
〔その他〕 スズカアーチスト号は，最後の直線コースで内鞭に反応し外側に逃避したことについて平地調教注意。

02050 1月27日 晴 稍重 （30中京1）第5日 第2競走 ��1，200�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
1：10．0
1：08．7

重
重

11 マイウェイアムール 牝3青鹿 54
53 ☆坂井 瑠星田畑 利彦氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 486＋ 41：12．3 6．2�

24 ミルトシャトル 牡3栗 56 松山 弘平永山 勝敏氏 石橋 守 新ひだか 木村 秀則 456＋ 2 〃 クビ 1．9�
23 ヒ ザ ク リ ゲ 牝3栗 54

51 ▲横山 武史手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 日高 出口牧場 432＋ 21：12．93� 15．4�
47 マッスルバローズ 牡3栗 56 松若 風馬猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 有限会社 大

作ステーブル 502－ 41：13．32� 8．2�
510 ラ イ リ ー 牡3黒鹿 56

54 △森 裕太朗古賀 和夫氏 森 秀行 新冠 対馬 正 470＋ 21：13．62 6．1�
612 クオーレカルド 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 萩澤 國男 428＋ 41：14．13 41．0�
36 チャーチタウン 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新冠 オリエント牧場 B502－ 61：15．05 7．9	
611 ラインマッシモ 牡3栗 56

53 ▲藤田菜七子大澤 繁昌氏 蛯名 利弘 浦河 桑田 正己 470± 01：15．21� 32．3

12 デザートカレー 牝3芦 54

53 ☆井上 敏樹山上 和良氏 和田 正道 新冠 イワミ牧場 434－ 4 〃 クビ 275．2�
59 マ カ ロ ン 牝3鹿 54 丸山 元気小林 博雄氏 伊藤 正徳 浦河 絵笛牧場 460－ 21：15．41� 221．6�
48 カシノサクラッコ 牝3栗 54

53 ☆義 英真柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 今 牧場 460－22 〃 ハナ 532．6
816 ペイシャオブライフ 牝3鹿 54 的場 勇人北所 直人氏 高橋 義博 新冠 隆栄牧場 478－ 21：15．71� 146．7�
35 ショウナンダズル 牝3青鹿54 川須 栄彦国本 哲秀氏 古賀 史生 日高 下河辺牧場 502－ 21：16．44 245．0�
714 ソ ム タ ム 牝3黒鹿54 柿原 翔杉浦 和也氏 的場 均 新ひだか 松本牧場 476＋18 〃 ハナ 266．3�

（愛知）

713 メルティキャンディ 牝3鹿 54
51 ▲富田 暁�富田牧場 池添 学 日高 佐々木牧場 406－ 81：16．61� 32．7�

815 エアーウインド 牝3鹿 54
53 ☆木幡 初也�イクタ 天間 昭一 池田 高橋 正三 406－161：17．77 375．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，641，300円 複勝： 34，316，400円 枠連： 7，764，100円
馬連： 32，307，600円 馬単： 17，588，600円 ワイド： 24，050，400円
3連複： 46，794，000円 3連単： 61，444，600円 計： 244，907，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 160円 � 110円 � 320円 枠 連（1－2） 420円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，300円 �� 550円

3 連 複 ��� 2，090円 3 連 単 ��� 10，910円

票 数

単勝票数 計 206413 的中 � 26291（3番人気）
複勝票数 計 343164 的中 � 47282（3番人気）� 121402（1番人気）� 17224（6番人気）
枠連票数 計 77641 的中 （1－2） 14171（1番人気）
馬連票数 計 323076 的中 �� 41448（1番人気）
馬単票数 計 175886 的中 �� 8106（5番人気）
ワイド票数 計 240504 的中 �� 23922（2番人気）�� 4247（14番人気）�� 10892（5番人気）
3連複票数 計 467940 的中 ��� 16734（7番人気）
3連単票数 計 614446 的中 ��� 4080（29番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．8―12．6―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．7―35．5―48．1―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイウェイアムール �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2017．7．29 札幌4着

2015．4．1生 牝3青鹿 母 レイズユアグラス 母母 レイズアプランサー 4戦1勝 賞金 7，400，000円
〔騎手変更〕 マカロン号の騎手菊沢一樹は，第1競走での落馬による検査のため丸山元気に変更。
〔制裁〕 チャーチタウン号の騎手水口優也は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・14番）
〔その他〕 ソムタム号は，最後の直線コースで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ショウナンダズル号・メルティキャンディ号・エアーウインド号は，「タイムオーバーによる出走制

限」のため，平成30年2月27日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 フレネシー号
※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。

第１回 中京競馬 第５日



02051 1月27日 晴 稍重 （30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）

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

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

33 メイショウダブル 牡3黒鹿 56
55 ☆城戸 義政松本 好雄氏 本田 優 浦河 斉藤英牧場 488－ 21：55．8 3．0�

57 ダイヤクリーガー 牡3黒鹿 56
55 ☆木幡 初也 �ダイヤモンドファーム 二ノ宮敬宇 浦河 ダイヤモンドファーム 502－ 2 〃 クビ 17．2�

58 アフラマズダー 牡3鹿 56
53 ▲富田 暁田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 500＋ 41：55．9クビ 6．9�

11 ウエスタンマリーヤ 牝3鹿 54
53 ☆義 英真西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 486－ 41：56．53� 21．5�

69 クリノバルテュス 牡3鹿 56
53 ▲藤田菜七子栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 木村牧場 484＋ 21：56．92� 49．4�

46 マーナガルム 牡3鹿 56
55 ☆小崎 綾也吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム B452＋ 2 〃 クビ 3．1	

45 スズノアリュール 牡3鹿 56
55 ☆坂井 瑠星新木 鈴子氏 矢作 芳人 浦河 ヒダカフアーム 488－ 21：57．0� 6．6


813 メイショウアドリア 牡3鹿 56
55 ☆木幡 巧也松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 470－ 2 〃 ハナ 18．4�

34 ショウナンバローロ 牡3鹿 56 松若 風馬国本 哲秀氏 西村 真幸 日高 シンボリ牧場 488－121：57．1� 20．0�
22 スズカビレッジ 牡3栗 56

53 ▲横山 武史永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 444± 01：57．2� 33．0
712 ノーブルエイム 牝3栗 54

53 ☆井上 敏樹下河辺隆行氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 494－ 61：57．52 31．7�
610 ミ テ ル テ 牝3鹿 54 原田 和真山田 裕仁氏 伊藤 大士 日高 モリナガファーム 464± 01：57．71 79．0�
814 シゲルジャガイモ 牡3鹿 56

54 △森 裕太朗森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 桜井牧場 494－ 41：58．87 283．3�
711 キタノペガサス 牡3黒鹿56 長岡 禎仁北所 直人氏 竹内 正洋 日高 広富牧場 458－ 41：58．9クビ 153．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 19，902，700円 複勝： 29，880，600円 枠連： 8，228，000円
馬連： 31，133，900円 馬単： 16，156，200円 ワイド： 23，528，500円
3連複： 44，378，000円 3連単： 53，136，800円 計： 226，344，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 260円 � 200円 枠 連（3－5） 760円

馬 連 �� 2，580円 馬 単 �� 3，970円

ワ イ ド �� 910円 �� 490円 �� 1，840円

3 連 複 ��� 6，670円 3 連 単 ��� 28，340円

票 数

単勝票数 計 199027 的中 � 51626（1番人気）
複勝票数 計 298806 的中 � 83693（1番人気）� 22566（5番人気）� 33175（3番人気）
枠連票数 計 82280 的中 （3－5） 8296（3番人気）
馬連票数 計 311339 的中 �� 9330（8番人気）
馬単票数 計 161562 的中 �� 3048（13番人気）
ワイド票数 計 235285 的中 �� 6585（9番人気）�� 13085（2番人気）�� 3099（23番人気）
3連複票数 計 443780 的中 ��� 4988（24番人気）
3連単票数 計 531368 的中 ��� 1359（82番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―13．5―12．8―12．3―12．4―12．9―13．1―14．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―38．0―50．8―1：03．1―1：15．5―1：28．4―1：41．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．7―3F40．3
1
3
3，12（1，7，11）（8，13）6（10，14）－2，4（5，9）・（3，12，7）（1，8）11－13（10，5）6（4，9）14，2

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

勝馬の
紹 介

メイショウダブル �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．10．15 京都5着

2015．5．15生 牡3黒鹿 母 フェアナタリー 母母 フェアディール 6戦1勝 賞金 9，700，000円
〔騎手変更〕 ショウナンバローロ号の騎手菊沢一樹は，第1競走での落馬負傷のため松若風馬に変更。

02052 1月27日 晴 稍重 （30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

36 ダ ニ エ ル 牡3黒鹿56 伊藤 工真 H.H．シェイク・モハメド 金成 貴史 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 502 ―1：26．1 4．6�

11 デルマカシャーサ 牝3栗 54 松若 風馬浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 468 ―1：26．2� 4．2�
816 デンコウエルドラド 牡3栗 56

55 ☆城戸 義政田中 康弘氏 本田 優 様似 中脇 一幸 478 ―1：26．3� 3．4�
612 スパニッシュフライ 牝3栗 54 岩崎 翼�協和牧場 藤沢 則雄 新冠 協和牧場 466 ―1：26．51	 16．8�
35 オンベンデッドニー 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 巧也藤本 幸雄氏 南田美知雄 日高 藤本 直弘 468 ―1：27．88 37．3�
24 シオラパルク 
3栗 56 長岡 禎仁高橋 文男氏 尾形 和幸 浦河 市川フアーム 468 ―1：28．54 15．6	
59 クインズアリエス 牝3栗 54 丸山 元気亀田 和弘氏 西村 真幸 新ひだか 松田牧場 438 ―1：28．82 22．3

47 タニセンレディ 牝3青鹿54 的場 勇人染谷 幸雄氏 高木 登 浦河 梅田牧場 474 ―1：29．33 52．7�
12 ラ ン ギ オ ラ 牝3黒鹿 54

53 ☆小崎 綾也一村 哲也氏 小崎 憲 日高 高山牧場 456 ―1：29．4クビ 80．5�
714 ダズリングジュエル 牝3栗 54 柿原 翔岡 浩二氏 牧浦 充徳 日高 アイズスタッド株式会社 438 ― 〃 クビ 11．2

（愛知）

48 スエヒロドラ 牝3鹿 54
52 △森 裕太朗�みどり住宅 藤沢 則雄 新冠 小泉牧場 444 ―1：29．5クビ 27．0�

510 モモイロトイキ 牝3栗 54
51 ▲藤田菜七子北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 438 ―1：30．45 27．4�

611 ファンライフ 牡3青鹿 56
55 ☆木幡 初也猿田 栄二氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 424 ―1：30．71� 92．6�

23 ゴールドパドル 牡3鹿 56
53 ▲横山 武史谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 492 ―1：31．12� 11．8�

815 レーヌフォンテン 牝3鹿 54 菅原 隆一吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 460 ―1：35．6大差 78．0�
713 ティヴォリオベーネ 牝3鹿 54

53 ☆坂井 瑠星内藤 好江氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 408 ―1：41．3大差 75．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，121，300円 複勝： 23，468，500円 枠連： 9，011，900円
馬連： 27，682，500円 馬単： 14，388，800円 ワイド： 22，180，800円
3連複： 39，509，800円 3連単： 48，548，200円 計： 202，911，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 180円 � 150円 � 140円 枠 連（1－3） 910円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，190円

ワ イ ド �� 430円 �� 420円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，550円 3 連 単 ��� 8，440円

票 数

単勝票数 計 181213 的中 � 31170（3番人気）
複勝票数 計 234685 的中 � 28755（3番人気）� 39449（2番人気）� 51056（1番人気）
枠連票数 計 90119 的中 （1－3） 7617（2番人気）
馬連票数 計 276825 的中 �� 18782（3番人気）
馬単票数 計 143888 的中 �� 4927（5番人気）
ワイド票数 計 221808 的中 �� 13236（3番人気）�� 13601（2番人気）�� 14047（1番人気）
3連複票数 計 395098 的中 ��� 19022（1番人気）
3連単票数 計 485482 的中 ��� 4170（6番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．8―12．5―13．2―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．3―47．8―1：01．0―1：13．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダ ニ エ ル �
�
父 ハードスパン �

�
母父 Gone West 初出走

2015．3．28生 牡3黒鹿 母 カントリーメロディー 母母 Minister’s Melody 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔その他〕 レーヌフォンテン号は，競走中に疾病〔左第3手根骨板状骨折〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の

適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ティヴォリオベーネ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年2月27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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 アトス号・クリノゴーギャン号・シヴァージ号・スマートフォース号・ダンツスパート号・ヒロノオリオン号・

ムーンアンドスター号・モナーキズム号・ラカマロネス号
※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。



02053 1月27日 晴 稍重 （30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
1：19．6
1：19．0

良
良

59 ギンコイエレジー 牝3黒鹿 54
51 ▲横山 武史飯田 吉哉氏 南井 克巳 新冠 有限会社 大

作ステーブル 444－ 41：23．1 2．2�
23 アルレーサー 牡3鹿 56 太宰 啓介�エーティー 昆 貢 浦河 杵臼牧場 450＋101：23．31� 10．1�
818 ディアボレット 牝3栗 54 藤岡 康太�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 450± 01：23．4クビ 5．9�
510 エムケイフローラル 牝3青鹿 54

53 ☆坂井 瑠星 �丸幸小林牧場 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 438－ 21：23．61� 30．8�
24 ナンヨーセゾニエ 牝3鹿 54 丸田 恭介中村 德也氏 宗像 義忠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 416± 01：23．81� 100．8	
11 デュアルマンデート 牡3青鹿56 秋山真一郎池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 514＋ 21：23．9� 13．1

714 エイシンペガサス 牡3鹿 56 北村 友一�栄進堂 野中 賢二 浦河 高野牧場 420＋ 41：24．11� 81．0�
612 ノッテステラータ 牝3鹿 54 松若 風馬 �サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 402－ 6 〃 ハナ 25．0�
817 ラ ラ マ 	3黒鹿56 川須 栄彦古賀 和夫氏 古賀 史生 新冠 対馬 正 482＋ 81：24．41
 108．6
35 カハラレインボー 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子助川 啓一氏 中野 栄治 日高 賀張中川牧場 422＋ 21：24．5クビ 25．2�
36 モンパルナス 牡3鹿 56 岩崎 翼栗嶋 豊明氏 牧浦 充徳 新冠 大林ファーム 450－ 4 〃 アタマ 33．0�
816 ソルトドリーム 牝3鹿 54

51 ▲富田 暁杉浦 敏夫氏 木原 一良 千歳 社台ファーム 454－ 8 〃 ハナ 8．3�
715 コスモエクセレント 牡3鹿 56 丸山 元気 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 526＋341：24．71� 70．6�
611 タマモキンバリー 牡3黒鹿56 �島 良太タマモ� 中竹 和也 日高 スマイルファーム 430＋ 41：25．23 258．7�
47 バードランド 牝3青鹿 54

52 △森 裕太朗長谷川守正氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 410＋ 4 〃 クビ 256．0�
12 ハードリバー 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 初也長谷川兼美氏 本間 忍 日高 若林 順一 414－ 61：25．3クビ 302．5�
713� ラジオタイソウ 牡3鹿 56 松山 弘平冨士井直哉氏 森 秀行 米 Royal Oak

Farm, LLC 488＋ 41：25．93� 7．3�
48 ギップフェル 牝3青鹿54 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 若林牧場 B440＋101：27．510 354．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 24，359，000円 複勝： 34，294，800円 枠連： 12，014，100円
馬連： 41，634，500円 馬単： 19，960，500円 ワイド： 32，883，800円
3連複： 61，624，500円 3連単： 70，127，400円 計： 296，898，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 280円 � 180円 枠 連（2－5） 1，220円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 620円 �� 270円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 2，440円 3 連 単 ��� 10，990円

票 数

単勝票数 計 243590 的中 � 87429（1番人気）
複勝票数 計 342948 的中 � 102933（1番人気）� 22704（6番人気）� 45428（2番人気）
枠連票数 計 120141 的中 （2－5） 7590（4番人気）
馬連票数 計 416345 的中 �� 21689（4番人気）
馬単票数 計 199605 的中 �� 6375（5番人気）
ワイド票数 計 328838 的中 �� 12950（4番人気）�� 35276（1番人気）�� 6571（14番人気）
3連複票数 計 616245 的中 ��� 18913（3番人気）
3連単票数 計 701274 的中 ��� 4626（13番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．3―12．1―12．0―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―34．7―46．8―58．8―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ギンコイエレジー �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2017．12．17 阪神4着

2015．4．6生 牝3黒鹿 母 バリーバーン 母母 シルバージョイ 3戦1勝 賞金 8，100，000円
〔騎手変更〕 ディアボレット号の騎手菊沢一樹は，第1競走での落馬負傷のため藤岡康太に変更。
〔発走状況〕 アルレーサー号は，枠入り不良。発走時刻4分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アルレーサー号は，平成30年1月28日から平成30年2月18日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ギップフェル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年3月27日まで平地競走

に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ミトノアミーゴ号

02054 1月27日 晴 稍重 （30中京1）第5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

33 コンプリートベスト 牝4鹿 54 北村 友一吉田 照哉氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム B468＋ 21：54．2 5．8�
68 ダンツチェック 牝5鹿 55

53 △森 裕太朗山元 哲二氏 山内 研二 新冠 中本 隆志 506＋ 4 〃 クビ 3．3�
711 カーネリアン 牝4鹿 54 中井 裕二林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：54．3� 119．3�
812 クリノヴィクトリア 牝4栗 54

51 ▲横山 武史栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 434－ 21：54．61� 11．6�
69 メ ヌ エ ッ ト 牝4芦 54 岩崎 翼 �ロードホースクラブ 橋田 満 新ひだか ケイアイファーム 442－ 61：54．91� 7．4�
813 クインズヌーサ 牝4鹿 54 秋山真一郎亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 460－ 61：55．43 65．6	
710 アポロマーキュリー 牝4栗 54

53 ☆木幡 初也アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 三輪 幸子 466－141：55．5� 6．4

45 デ ュ ナ ミ ス 牝4黒鹿54 丸山 元気 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 B522－ 21：55．71 30．0�
11 クラウンロマン 牝5芦 55 丸田 恭介矢野まり子氏 小野 次郎 新冠 ヤマタケ牧場 460－ 4 〃 クビ 22．8�
56 アルセナーレ 牝5鹿 55 藤岡 康太 �ロードホースクラブ 新開 幸一 新ひだか ケイアイファーム 526＋ 81：56．23 4．4
22 ロ ッ タ ラ ブ 牝4芦 54

51 ▲富田 暁吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 474＋ 41：56．83� 18．9�
44 メイショウケンプウ 牝5黒鹿 55

54 ☆義 英真松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 434－ 41：57．54 88．2�
57 ゴールドエフォート 牝5栗 55

54 ☆坂井 瑠星 �シルクレーシング 田島 俊明 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456－ 21：57．82 54．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 19，099，000円 複勝： 30，014，300円 枠連： 7，659，500円
馬連： 31，415，900円 馬単： 15，665，200円 ワイド： 24，571，400円
3連複： 45，862，600円 3連単： 54，433，700円 計： 228，721，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 190円 � 160円 � 2，340円 枠 連（3－6） 720円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，940円

ワ イ ド �� 360円 �� 10，090円 �� 9，680円

3 連 複 ��� 36，390円 3 連 単 ��� 171，580円

票 数

単勝票数 計 190990 的中 � 26320（3番人気）
複勝票数 計 300143 的中 � 45524（3番人気）� 61351（1番人気）� 2246（13番人気）
枠連票数 計 76595 的中 （3－6） 8155（2番人気）
馬連票数 計 314159 的中 �� 26562（1番人気）
馬単票数 計 156652 的中 �� 6029（3番人気）
ワイド票数 計 245714 的中 �� 20331（1番人気）�� 578（60番人気）�� 603（57番人気）
3連複票数 計 458626 的中 ��� 945（99番人気）
3連単票数 計 544337 的中 ��� 230（455番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―37．3―50．3―1：02．7―1：15．5―1：28．4―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コンプリートベスト �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．1．7 京都3着

2014．2．18生 牝4鹿 母 ミラクルレジェンド 母母 パーソナルレジェンド 11戦2勝 賞金 20，450，000円
〔騎手変更〕 デュナミス号の騎手菊沢一樹は，第1競走での落馬負傷のため丸山元気に変更。



02055 1月27日 晴 稍重 （30中京1）第5日 第7競走 ��1，200�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
1：10．0
1：08．7

重
重

713 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± 01：12．8 11．7�

612 ワイルドフォックス 牡4黒鹿56 水口 優也山上 和良氏 福島 信晴 浦河 鳥井 征士 522± 01：13．01 2．9�
59 スリーミネルバ 牝4黒鹿54 長岡 禎仁永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 446－ 41：13．63� 207．4�
611 エスペランサリュウ 牡5鹿 57 国分 恭介江上 幸�氏 西橋 豊治 日高 中館牧場 498＋ 2 〃 クビ 16．7�
48 プティトシャンティ 牝4青鹿 54

53 ☆木幡 初也三野順一郎氏 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 B454－ 2 〃 ハナ 20．7	
24 ウインアンビション 牡5鹿 57 松山 弘平�ウイン 畠山 吉宏 むかわ 真壁 信一 508± 01：13．7� 32．1

23 ライディングハイ 牝5鹿 55 松若 風馬�下河辺牧場 杉山 晴紀 日高 下河辺牧場 B498＋ 41：13．9� 42．1�
816 リトルレグルス 牡4鹿 56 丸山 元気藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 500＋ 2 〃 同着 4．0
11 � シャイニングカフェ 牡6黒鹿 57

56 ☆小崎 綾也西川 光一氏 小島 太 浦河 太陽牧場 524＋ 21：14．0� 45．0�
12 ラララルジェス 牝5鹿 55 北村 友一フジイ興産� 今野 貞一 千歳 社台ファーム 478＋ 8 〃 ハナ 10．5�
36 � テイエムマンカイ 牡5黒鹿57 岩崎 翼竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 カミイスタット 556＋ 8 〃 クビ 41．5�
35 カ ロ ス 牡4栗 56

53 ▲横山 武史 �カナヤマホール
ディングス 池添 兼雄 浦河 山田 昇史 494－ 61：14．1� 8．2�

714 アースオブフェイム 牡4栗 56 	島 良太 �グリーンファーム和田 正道 新冠 ハシモトフアーム 492－ 21：14．31 76．4�
47 メイショウヤクシマ 牡5栗 57 藤岡 康太松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 岡部牧場 472＋ 21：14．61� 8．2�
510� アイファーチェンジ 牝4青鹿 54

53 ☆義 英真中島 稔氏 崎山 博樹 新ひだか 野表 篤夫 416－ 41：14．92 272．5�
815 コントローラー 牡4栗 56 的場 勇人�ヒダカファーム的場 均 浦河 榊原 敏明 482－ 21：15．11� 95．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，819，300円 複勝： 29，908，600円 枠連： 9，752，100円
馬連： 41，771，900円 馬単： 17，887，000円 ワイド： 28，452，300円
3連複： 57，214，900円 3連単： 68，437，800円 計： 274，243，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 290円 � 180円 � 3，600円 枠 連（6－7） 1，260円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 4，240円

ワ イ ド �� 670円 �� 14，580円 �� 13，150円

3 連 複 ��� 120，530円 3 連 単 ��� 455，200円

票 数

単勝票数 計 208193 的中 � 14199（6番人気）
複勝票数 計 299086 的中 � 27126（4番人気）� 56465（1番人気）� 1620（15番人気）
枠連票数 計 97521 的中 （6－7） 5995（5番人気）
馬連票数 計 417719 的中 �� 28243（2番人気）
馬単票数 計 178870 的中 �� 3158（13番人気）
ワイド票数 計 284523 的中 �� 11683（3番人気）�� 484（87番人気）�� 537（82番人気）
3連複票数 計 572149 的中 ��� 356（242番人気）
3連単票数 計 684378 的中 ��� 109（1059番人気）

ハロンタイム 12．7―10．6―11．9―12．6―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．3―35．2―47．8―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノモーサン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．1．24 京都10着

2013．1．10生 牡5鹿 母 スターリーヘヴン 母母 パーフェクトサークル 18戦2勝 賞金 23，950，000円
〔騎手変更〕 プティトシャンティ号の騎手菊沢一樹は，第1競走での落馬負傷のため木幡初也に変更。
〔制裁〕 スリーミネルバ号の騎手長岡禎仁は，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：2番・14

番・7番）
※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 カイマノア号

02056 1月27日 晴 稍重 （30中京1）第5日 第8競走 ��2，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時40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 ファスナハト 牡5青鹿57 藤岡 康太 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 550＋ 22：15．0 3．4�
55 ピスカデーラ 牝4鹿 54

52 △森 裕太朗名古屋友豊� 池添 学 安平 ノーザンファーム 470＋ 2 〃 アタマ 20．0�
56 ピッツィカート �5鹿 57 丸山 元気 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 476＋102：15．1� 7．5�
67 グレンマクナス 牡4鹿 56 秋山真一郎 �社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム 516－ 2 〃 クビ 4．0�
44 フォーラウェイ 牡5鹿 57 中谷 雄太 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 448－ 22：15．31� 21．7	
68 ハイドロフォイル 牡5鹿 57

56 ☆小崎 綾也 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B498± 02：15．4クビ 6．9

22 タガノヤグラ 牡4栗 56 丸田 恭介八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 464＋122：15．5� 33．2�
11 ティーブラッサム 牡4黒鹿 56

53 ▲富田 暁深見 富朗氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 530＋12 〃 クビ 8．6�
812 ラ プ ル ー ズ 牡5鹿 57

56 ☆坂井 瑠星西尾誠一郎氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 B488＋ 62：15．6� 62．7
811 ショワドゥロワ 牡4黒鹿 56

55 ☆木幡 初也村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 508－ 22：16．34 14．7�
79 	 マコトガラハッド �5鹿 57 松若 風馬�ディアマント 
島 一歩 様似 出口 繁夫 494＋142：16．4クビ 68．8�
33 ライトオブピース 牡4鹿 56 北村 友一前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474± 02：16．93 10．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 24，104，900円 複勝： 35，777，600円 枠連： 9，726，800円
馬連： 41，263，400円 馬単： 19，849，300円 ワイド： 29，484，700円
3連複： 54，092，300円 3連単： 71，593，900円 計： 285，892，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 480円 � 260円 枠 連（5－7） 1，070円

馬 連 �� 3，850円 馬 単 �� 6，340円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 620円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 8，150円 3 連 単 ��� 42，130円

票 数

単勝票数 計 241049 的中 � 55222（1番人気）
複勝票数 計 357776 的中 � 72447（2番人気）� 15623（9番人気）� 34016（4番人気）
枠連票数 計 97268 的中 （5－7） 6982（3番人気）
馬連票数 計 412634 的中 �� 8306（16番人気）
馬単票数 計 198493 的中 �� 2348（28番人気）
ワイド票数 計 294847 的中 �� 5604（16番人気）�� 12786（4番人気）�� 4482（24番人気）
3連複票数 計 540923 的中 ��� 4973（30番人気）
3連単票数 計 715939 的中 ��� 1232（144番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．0―24．5―36．5―48．6―1：00．9―1：13．5―1：25．7―1：38．2―1：50．2―2：02．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F36．8
1
3
8－5，7（11，10）（1，4）12，3（2，6，9）
8－5，7（1，10）11，4，12，3，6，9，2

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

勝馬の
紹 介

ファスナハト �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2015．10．25 京都3着

2013．3．22生 牡5青鹿 母 フェスタデルドンナ 母母 スカーレツトブルー 16戦3勝 賞金 26，550，000円
〔制裁〕 ピスカデーラ号の騎手森裕太朗は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：4番・3番・1番）

ハイドロフォイル号の騎手小崎綾也は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



02057 1月27日 晴 稍重 （30中京1）第5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

57 コリエドール 牡4栗 56 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 518－ 22：01．4 9．3�

813 ヒルノアトラーニ 牡4青鹿56 太宰 啓介�ヒルノ 昆 貢 新冠 村田牧場 522± 0 〃 クビ 7．7�
44 テイルバック 牡4青鹿56 中谷 雄太新井 康司氏 杉山 晴紀 日高 本間牧場 B490＋ 62：02．03� 4．9�
22 ウォーターシャウト 牡5青鹿57 北村 友一山岡 良一氏 安田 隆行 新ひだか タイヘイ牧場 B498＋ 22：02．1� 2．3�
69 サウンドスタジオ 牡5鹿 57 松若 風馬増田 雄一氏 吉田 直弘 新ひだか 矢野牧場 492＋ 22：02．2クビ 26．0	
711 オンワードハンター 牡7鹿 57

54 ▲藤田菜七子樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 476＋ 22：02．41� 17．6

56 アドマイヤカロ 牡7栗 57 藤岡 康太近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 550－ 2 〃 アタマ 5．4�
812 マイブルーヘブン 牡4鹿 56

55 ☆坂井 瑠星三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 坂田牧場 470＋ 62：02．71� 13．8�
33 トウシンタイガー 	5鹿 57

55 △森 裕太朗�サトー 山内 研二 千歳 社台ファーム 510－ 2 〃 クビ 155．0
11 ランドジュピター 牡4鹿 56

55 ☆義 英真木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 高澤 俊雄 470± 02：02．91� 247．7�
45 
 クラウンホイール 牡5鹿 57

56 ☆木幡 初也矢野まり子氏 天間 昭一 新冠 土井牧場 524＋ 22：03．0� 106．0�
710
 マ ッ ク ー ル 牡5鹿 57

54 ▲富田 暁 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 浦河 辻 牧場 B492± 02：04．17 181．1�

68 ウインドロイヤル 牡4栗 56
55 ☆井上 敏樹福原 正博氏 坂口 正則 新ひだか 岡田スタツド 496＋302：06．5大差 167．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 27，715，500円 複勝： 35，819，100円 枠連： 11，139，200円
馬連： 46，003，600円 馬単： 25，661，800円 ワイド： 29，464，300円
3連複： 62，514，100円 3連単： 92，718，300円 計： 331，035，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 340円 � 250円 � 250円 枠 連（5－8） 880円

馬 連 �� 4，920円 馬 単 �� 7，370円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 1，220円 �� 710円

3 連 複 ��� 9，680円 3 連 単 ��� 57，110円

票 数

単勝票数 計 277155 的中 � 23676（5番人気）
複勝票数 計 358191 的中 � 25642（5番人気）� 38984（4番人気）� 39661（3番人気）
枠連票数 計 111392 的中 （5－8） 9705（4番人気）
馬連票数 計 460036 的中 �� 7242（19番人気）
馬単票数 計 256618 的中 �� 2608（31番人気）
ワイド票数 計 294643 的中 �� 4748（20番人気）�� 6163（16番人気）�� 11011（9番人気）
3連複票数 計 625141 的中 ��� 4842（33番人気）
3連単票数 計 927183 的中 ��� 1177（186番人気）

ハロンタイム 7．5―10．8―11．3―13．3―13．1―12．3―13．0―13．7―13．2―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．5―18．3―29．6―42．9―56．0―1：08．3―1：21．3―1：35．0―1：48．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コリエドール �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．8．14 札幌1着

2014．1．29生 牡4栗 母 レクレドール 母母 ゴールデンサッシュ 5戦2勝 賞金 14，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインドロイヤル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年2月27日まで平地競

走に出走できない。

02058 1月27日 晴 稍重 （30中京1）第5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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

815 バーンフライ 牡3黒鹿56 坂井 瑠星�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 472＋ 21：26．0 45．5�

35 グローリーグローリ 牡3黒鹿56 国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 482－ 6 〃 アタマ 6．3�
12 ラブリーイレブン 牝3栗 54 松若 風馬吉野加壽代氏 松元 茂樹 日高 浜本牧場 428－ 41：26．1� 14．2�
59 タ ガ ノ ア ム 牝3鹿 54 丸田 恭介八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468－ 21：26．31� 47．2�
23 バ イ ラ 牡3鹿 56 松山 弘平杉澤 光雄氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 492－ 21：26．4クビ 3．9�
816 スーパーアキラ 牡3栗 56 丸山 元気井山 登氏 矢野 英一 浦河 山下 恭茂 504± 01：27．25 4．3	
611 グ リ ム 牡3芦 56 藤岡 康太 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 新ひだか 服部 牧場 492＋ 21：27．62	 4．7

48 タイキサターン 牡3黒鹿56 北村 友一�大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 484－101：27．81� 25．4�
47 カタトゥンボ 牡3栗 56 川須 栄彦畑佐 博氏 牧田 和弥 新ひだか 神垣 道弘 478－ 21：27．9� 50．5
11 タニノミステリー 牡3黒鹿56 秋山真一郎谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 438－ 41：28．32	 100．4�
510 スカイルーク 牡3鹿 56 岩崎 翼菅原 広隆氏 羽月 友彦 青森 荒谷牧場 468－ 21：28．62 108．9�
714 テ ィ カ ル 牡3鹿 56 太宰 啓介 �カナヤマホール

ディングス 池添 学 日高 天羽牧場 500＋ 21：28．91	 29．1�
36 
 クルセイズスピリツ 牡3栗 56 柿原 翔谷 謙介氏 坂口 義幸 新ひだか 野坂牧場 444－ 51：29．96 107．1�

（愛知） （愛知）

713 スリーヘリオス 牡3黒鹿56 小崎 綾也永井商事� 村山 明 浦河 辻 牧場 480± 01：30．43 8．4�
24 ダンツセイケイ 牡3鹿 56 森 裕太朗山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 藤原牧場 482＋ 41：30．61� 23．2�
612 サンダベンポート 牝3鹿 54 中井 裕二加藤 信之氏 中野 栄治 むかわ 真壁 信一 420＋ 61：31．02	 253．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，012，500円 複勝： 51，936，800円 枠連： 17，605，200円
馬連： 73，395，300円 馬単： 33，018，000円 ワイド： 49，818，200円
3連複： 105，636，600円 3連単： 128，817，000円 計： 496，239，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，550円 複 勝 � 890円 � 190円 � 290円 枠 連（3－8） 1，990円

馬 連 �� 12，850円 馬 単 �� 39，360円

ワ イ ド �� 2，800円 �� 6，050円 �� 950円

3 連 複 ��� 36，010円 3 連 単 ��� 325，400円

票 数

単勝票数 計 360125 的中 � 6320（10番人気）
複勝票数 計 519368 的中 � 12327（11番人気）� 84566（2番人気）� 46191（5番人気）
枠連票数 計 176052 的中 （3－8） 6854（10番人気）
馬連票数 計 733953 的中 �� 4425（41番人気）
馬単票数 計 330180 的中 �� 629（98番人気）
ワイド票数 計 498182 的中 �� 4517（32番人気）�� 2062（52番人気）�� 14129（12番人気）
3連複票数 計1056366 的中 ��� 2200（106番人気）
3連単票数 計1288170 的中 ��� 287（849番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．4―47．0―1：00．4―1：13．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．6―3F39．0
3 ・（6，8，14）（4，3，10，11，16）（15，13）（2，5）－9（12，7）＝1 4 ・（6，8，14）（10，11，16）（4，3，5）（2，15，13）9－（12，7）－1

勝馬の
紹 介

バーンフライ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2017．11．25 京都3着

2015．3．20生 牡3黒鹿 母 ロードクロサイト 母母 Folklore 4戦2勝 賞金 17，171，000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。



02059 1月27日 晴 稍重 （30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，29．1．28以降30．1．21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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

24 エンゲルヘン 牝4栗 53 国分 恭介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 452－ 61：09．4 5．9�

47 ワールドフォーラブ 牝4黒鹿53 松若 風馬吉澤 克己氏 音無 秀孝 様似 様似渡辺牧場 442± 0 〃 クビ 4．1�
11 タケショウベスト 牝4鹿 54 藤岡 康太�ナイト商事 田中 清隆 浦河 富菜牧場 466＋ 61：09．5� 3．9�
59 ジ ョ イ フ ル 牡4鹿 54 木幡 巧也 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 512＋ 61：09．71� 13．4�
36 デ ィ ア エ ナ 牝6黒鹿52 松山 弘平桑畑 	信氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム B528＋ 81：09．8� 20．5

35 アドマイヤスカイ 牡6青鹿53 川須 栄彦近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 462＋14 〃 アタマ 25．2�
715	 アースミステリー 牡4栗 53 
島 良太 �グリーンファーム和田 正道 米 Best A Luck

Farm LLC B462－ 41：09．9� 135．5�
817 オ フ ク ヒ メ 牝5黒鹿53 中谷 雄太山田 裕仁氏 松下 武士 浦河 金成吉田牧場 462＋ 21：10．0� 8．7
48 メイショウヤマホコ 牡8黒鹿54 太宰 啓介松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 天羽牧場 478± 01：10．1� 34．6�
612 リュウツバメ 牝8鹿 51 小崎 綾也田中ふさ枝氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 542－ 2 〃 クビ 308．8�
816 ビヨンジオール 牡6鹿 56 北村 友一林 正道氏 的場 均 新ひだか 城地 清満 514＋121：10．2クビ 12．6�
611 ラ ブ タ ー ボ 牝5鹿 51 藤田菜七子田頭 勇貴氏 竹内 正洋 新ひだか 西村 和夫 442± 01：10．3� 30．8�
714 ゲンパチケンシン 牡4芦 54 坂井 瑠星平野 武志氏 加用 正 浦河 宮内牧場 478＋ 8 〃 クビ 21．1�
12 グランドポピー 牝6栗 52 森 裕太朗田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 488＋ 21：10．51� 29．9�
713 ソレイユフルール 牝4黒鹿52 丸田 恭介 �荻伏服部牧場 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 472－ 61：10．71� 50．1�
510 ブラックバード �6鹿 55 木幡 初也 Him Rock Racing 武市 康男 日高 タバタファーム B468－ 81：10．8� 39．5�
818 ショウナンマッシブ 牡4鹿 54 秋山真一郎国本 哲秀氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 454－ 61：11．01� 34．4�
23  チェリースプリング 牝4芦 51 横山 武史櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 大成牧場 448＋101：11．1クビ 231．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 52，613，000円 複勝： 86，916，200円 枠連： 54，162，400円
馬連： 201，325，600円 馬単： 75，444，900円 ワイド： 113，464，300円
3連複： 326，934，000円 3連単： 393，539，600円 計： 1，304，400，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 210円 � 160円 � 150円 枠 連（2－4） 1，470円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 3，020円

ワ イ ド �� 600円 �� 520円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，730円 3 連 単 ��� 9，820円

票 数

単勝票数 計 526130 的中 � 70620（3番人気）
複勝票数 計 869162 的中 � 95878（3番人気）� 143567（2番人気）� 160463（1番人気）
枠連票数 計 541624 的中 （2－4） 28403（5番人気）
馬連票数 計2013256 的中 �� 111817（3番人気）
馬単票数 計 754449 的中 �� 18677（7番人気）
ワイド票数 計1134643 的中 �� 45647（3番人気）�� 54113（2番人気）�� 101453（1番人気）
3連複票数 計3269340 的中 ��� 140984（1番人気）
3連単票数 計3935396 的中 ��� 29026（7番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．3―11．9―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．9―45．8―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．5
3 ・（13，10）－4（3，14）（7，15）（2，9，18）（1，5，6，17）－11，16，12－8 4 13，10－4（3，7，14）（9，15）（2，18）（5，6，17）1－（11，16）12－8

勝馬の
紹 介

エンゲルヘン �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 Rahy デビュー 2016．12．4 阪神1着

2014．5．8生 牝4栗 母 ゲイリーピクシー 母母 フアイブフランス 7戦3勝 賞金 38，607，000円
〔騎手変更〕 チェリースプリング号の騎手菊沢一樹は，第1競走での落馬負傷のため横山武史に変更。
〔制裁〕 アドマイヤスカイ号の騎手川須栄彦は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
※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 ウィズアットレース号・キャンディバローズ号・クリーンファンキー号・コロラトゥーレ号・ディープウォーリア号・

ナムラアッパー号

02060 1月27日 晴 稍重 （30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 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．7
1：30．7

良
良

48 リライアブルエース 牡5黒鹿57 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 496＋101：36．1 2．7�

510 エイシンスレイマン 牡4鹿 56 松山 弘平�栄進堂 西園 正都 浦河 多田 善弘 474＋ 81：36．2� 2．7�
611 ヤマニンペダラーダ 牡4黒鹿56 丸山 元気土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 466－101：36．51� 14．9�
815 ダノンディーヴァ 牝4黒鹿54 中谷 雄太�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 474＋ 6 〃 クビ 10．0�
11 カレンオプシス 牝6青鹿55 秋山真一郎鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 494－ 8 〃 ハナ 11．4	
23 オンザロックス 牡5鹿 57 木幡 巧也稻井田安史氏 森 秀行 新冠 ベルモント

ファーム 484－ 41：36．71� 56．5

47 アオイサンライズ 牝4鹿 54 松若 風馬新谷 正子氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 412± 0 〃 ハナ 136．7�
12 コロナシオン 牝4鹿 54 北村 友一 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 458－ 81：36．8� 19．8�
24 クラウンスカイ 牡5青鹿57 井上 敏樹�クラウン 小野 次郎 新冠 ヒカル牧場 466＋20 〃 ハナ 288．6
816 オメガハートソング 牝6青鹿55 国分 恭介原 	子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 452＋ 41：36．9� 29．3�
714 ゴッドカリビアン 牝5鹿 55 
島 良太中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 B456＋ 2 〃 クビ 70．8�
59 � ナンヨーウラヌス 牡4黒鹿56 中井 裕二中村 德也氏 杉浦 宏昭 浦河 三好牧場 448＋ 61：37．0� 41．7�
612 ショウナンアヴィド 牡5青鹿57 藤岡 康太�湘南 須貝 尚介 日高 中原牧場 B492＋ 61：37．1� 31．9�
35 ザ ク イ ー ン 牝4黒鹿54 小崎 綾也�NICKS 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 470－ 4 〃 アタマ 16．5�
36 � ラパンノワール 牝5青鹿55 森 裕太朗鈴木 史郎氏 寺島 良 千歳 社台ファーム 436＋ 81：37．2� 375．5�
713 アシュワガンダ 牡5鹿 57 木幡 初也髙瀬 真尚氏 本間 忍 日高 本間牧場 496－ 21：37．41� 65．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，433，100円 複勝： 59，457，400円 枠連： 26，823，700円
馬連： 94，750，400円 馬単： 44，368，200円 ワイド： 62，614，000円
3連複： 140，481，500円 3連単： 195，476，500円 計： 666，404，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 120円 � 230円 枠 連（4－5） 340円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 170円 �� 600円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，390円 3 連 単 ��� 4，680円

票 数

単勝票数 計 424331 的中 � 124236（2番人気）
複勝票数 計 594574 的中 � 131070（2番人気）� 164484（1番人気）� 43442（5番人気）
枠連票数 計 268237 的中 （4－5） 60342（1番人気）
馬連票数 計 947504 的中 �� 213484（1番人気）
馬単票数 計 443682 的中 �� 49518（1番人気）
ワイド票数 計 626140 的中 �� 119407（1番人気）�� 22207（7番人気）�� 26997（4番人気）
3連複票数 計1404815 的中 ��� 75378（2番人気）
3連単票数 計1954765 的中 ��� 30251（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．4―36．7―48．9―1：01．0―1：13．0―1：24．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

リライアブルエース �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unusual Heat デビュー 2016．4．16 阪神3着

2013．1．13生 牡5黒鹿 母 ゴールデンドックエー 母母 Penpont 7戦2勝 賞金 25，306，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 アシュワガンダ号の騎手木幡初也は，最後の直線コースでの御法（前の馬に接触した）について過怠金10，000円。（被害

馬：14番）
※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 エイブルボス号



（30中京1）第5日 1月27日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 184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
17，300，000円
1，720，000円
19，240，000円
72，580，000円
4，784，000円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
319，685，100円
497，132，400円
183，104，200円
692，663，500円
318，894，600円
464，272，300円
1，033，766，700円
1，310，553，200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 4，820，072，000円

総入場人員 8，166名 （有料入場人員 7，491名）
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