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02061 2月3日 晴 良 （25中京1）第6日 第1競走 1，200�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
1：10．1
1：08．7

重
重

47 フジマサマキシム 牝3栗 54 中舘 英二藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 484± 01：14．0 1．9�
59 ビーマイラブ 牝3鹿 54 高倉 稜�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 492± 01：14．74 8．0�
713 キャストロメファ 牝3鹿 54 大野 拓弥手嶋 康雄氏 松永 康利 新冠 奥山 博 446－ 21：14．8� 39．6�
612 ドリーボヌール 牝3鹿 54 川須 栄彦吉田 照哉氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 442－ 21：15．01� 3．4�
12 ラ サ イ ニ 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 和生加藤 信之氏 小野 次郎 新冠 ヒノデファーム 472＋ 41：15．21� 14．3�
816 ラステラッサ 牝3栗 54 丸山 元気有限会社シルク吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 448＋ 61：15．62� 33．5	
714 フューリアイズ 牝3黒鹿54 西田雄一郎誓山 正伸氏 南田美知雄 新ひだか 酒井 秀紀 436＋ 41：15．81� 419．3

11 セレッソフロリード 牝3鹿 54

51 ▲藤懸 貴志三宅 勝俊氏 田島 良保 様似 中村 俊紀 490－ 6 〃 アタマ 32．3�
48 サニーデイグッド 牝3青 54 国分 優作津村 圭一氏 目野 哲也 新ひだか 三石橋本牧場 434＋ 41：15．9クビ 19．1�
23 アイノタマテバコ 牝3黒鹿54 竹之下智昭國分 純氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 428＋ 21：16．32� 15．0
24 ノーブルダンス 牝3鹿 54 北村 友一吉木 伸彦氏 鈴木 伸尋 新ひだか 前川 正美 444－ 81：16．4� 243．6�
36 プ ラ リ ネ 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 浦河 富菜牧場 B438－141：17．14 103．5�

611 ミワノロマンス 牝3芦 54 丹内 祐次大浅 貢氏 清水 英克 日高 三輪 幸子 430－ 61：17．2� 241．9�
35 ケージートパーズ 牝3鹿 54

51 ▲中井 裕二川井 五郎氏 田島 俊明 新ひだか 松本牧場 420－ 21：17．4� 217．1�
815 ブラウンティアラ 牝3栗 54 黛 弘人キャピタルクラブ 小西 一男 新冠 田鎖牧場 406－101：17．82� 173．6�
510 ラプティウルス 牝3栗 54

51 ▲菱田 裕二飯田 正剛氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 B462＋ 41：18．43� 149．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 13，195，200円 複勝： 41，111，600円 枠連： 8，301，300円
馬連： 26，490，800円 馬単： 21，264，800円 ワイド： 15，421，200円
3連複： 41，941，600円 3連単： 70，650，500円 計： 238，377，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 250円 � 730円 枠 連（4－5） 570円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，160円 �� 2，030円

3 連 複 ��� 4，920円 3 連 単 ��� 13，480円

票 数

単勝票数 計 131952 的中 � 54849（1番人気）
複勝票数 計 411116 的中 � 229140（1番人気）� 24981（3番人気）� 6692（7番人気）
枠連票数 計 83013 的中 （4－5） 10750（2番人気）
馬連票数 計 264908 的中 �� 27085（2番人気）
馬単票数 計 212648 的中 �� 13966（3番人気）
ワイド票数 計 154212 的中 �� 13552（2番人気）�� 3080（11番人気）�� 1710（20番人気）
3連複票数 計 419416 的中 ��� 6303（15番人気）
3連単票数 計 706505 的中 ��� 3870（34番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．1―12．9―12．2―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．5―35．6―48．5―1：00．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フジマサマキシム �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．12．15 中山2着

2010．4．19生 牝3栗 母 プリティベティ 母母 フライトオブエンジェルス 3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔発走状況〕 ブラウンティアラ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラプティウルス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年3月3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 タガノレオーネ号

02062 2月3日 晴 良 （25中京1）第6日 第2競走 1，800�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
1：49．4
1：47．8

良
重

11 スペキュレイター 牡3鹿 56
53 ▲水口 優也加藤 千豊氏 木原 一良 新冠 ラツキー牧場 482－ 21：56．9 3．8�

814 ライフトップガン 牡3鹿 56 北村 友一谷岡 正次氏 角田 晃一 新ひだか 谷岡 正次 480＋ 81：57．0� 3．7�
610 ヒドゥンブレイド 牡3黒鹿56 川須 栄彦有限会社シルク小崎 憲 安平 ノーザンファーム 474－ 41：57．32 12．3�
34 リアンカフェ 牡3青鹿 56

53 ▲藤懸 貴志�ターフ・スポート平田 修 浦河 秋場牧場 490－ 61：57．83 4．9�
47 アルカサーバ 牡3鹿 56

53 ▲菱田 裕二 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 470－ 21：58．22� 13．3�
59 ハギノサキガチ 牡3鹿 56

53 ▲横山 和生日隈 良江氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ B448± 0 〃 クビ 23．1	

815 ヒートヘイズ 牡3鹿 56 高倉 稜前田 葉子氏 宮本 博 新冠 株式会社
ノースヒルズ 422－ 2 〃 ハナ 156．8


713 マイネルヴォル 牡3芦 56
53 ▲中井 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 486－ 81：59．05 19．6�
22 マイネルイグナイト 牡3青鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 504± 01：59．53 62．4
712 ファミリータイズ 牡3鹿 56 国分 優作深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 山本 昇寿 448－ 21：59．6� 13．3�
23 ブラックフライデー 牡3鹿 56 柴山 雄一保坂 和孝氏 木村 哲也 新ひだか 西村 和夫 456＋ 21：59．81 9．3�
35 ハ イ カ ム 牡3青鹿56 大野 拓弥古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 岡田スタツド 490－ 41：59．9� 303．6�
46 トミケンブリランテ 牡3黒鹿56 松山 弘平冨樫 賢二氏 坂口 正則 えりも エクセルマネジメント 486－ 62：00．53� 22．7�
611 シンゼンプロフィア 牡3栗 56 黛 弘人原 司郎氏 飯田 明弘 浦河 小葉松 幸雄 468＋ 4 〃 クビ 320．0�
58 アグロステンマ 牝3鹿 54 丸山 元気島田 久氏 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム 502－122：01．24 113．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 12，017，800円 複勝： 20，259，100円 枠連： 7，629，800円
馬連： 25，262，000円 馬単： 18，520，500円 ワイド： 13，527，700円
3連複： 36，226，700円 3連単： 55，302，500円 計： 188，746，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 150円 � 330円 枠 連（1－8） 550円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，000円 �� 960円

3 連 複 ��� 2，370円 3 連 単 ��� 9，160円

票 数

単勝票数 計 120178 的中 � 25567（2番人気）
複勝票数 計 202591 的中 � 44655（1番人気）� 40160（2番人気）� 11873（6番人気）
枠連票数 計 76298 的中 （1－8） 10310（1番人気）
馬連票数 計 252620 的中 �� 34408（1番人気）
馬単票数 計 185205 的中 �� 10316（2番人気）
ワイド票数 計 135277 的中 �� 13362（1番人気）�� 3074（14番人気）�� 3218（13番人気）
3連複票数 計 362267 的中 ��� 11291（5番人気）
3連単票数 計 553025 的中 ��� 4456（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―36．6―49．2―1：02．6―1：16．1―1：29．7―1：43．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F54．3―3F40．8
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スペキュレイター �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．10．28 京都6着

2010．4．29生 牡3鹿 母 バレリーナチュチュ 母母 オ シ ア ナ 6戦1勝 賞金 9，050，000円
※出走取消馬 イースターカクタス号（疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため）

第１回 中京競馬 第６日



02063 2月3日 晴 良 （25中京1）第6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）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

11 ウインクロニクル 牡6黒鹿57 松山 弘平�ウイン 清水 英克 浦河 鎌田 正嗣 482± 01：12．3 2．0�
44 エアカーネリアン 牡5黒鹿57 松田 大作 �ラッキーフィールド吉村 圭司 平取 稲原牧場 496＋ 61：12．51� 14．6�
810 マサノボラーレビア 牡4鹿 57 丸山 元気中村 時子氏 高野 友和 日高 道見牧場 512＋ 41：12．82 2．9�
811� グリーディーボス 牡4栗 57

54 ▲藤懸 貴志北側 雅司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 474－ 21：13．33 9．6�
66 スズノライジン 牡4黒鹿57 大野 拓弥小紫 嘉之氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 522＋ 21：13．61� 23．5�
67 メイショウドルセー 牡4黒鹿57 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 480－ 21：13．91� 11．8	
78 デルマビシャモン 牡4鹿 57 柴山 雄一浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム B450－ 61：14．43 161．6

33 カリステジア 牝5鹿 55 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 日高 いとう牧場 490＋ 41：14．5� 28．4�
55 キ ー メ ー ル 牡4鹿 57

54 ▲中井 裕二北前孔一郎氏 目野 哲也 新冠 高瀬 敦 496± 01：15．03 142．4�
22 テ オ ブ ロ マ 牡5鹿 57

55 △西村 太一伊達 敏明氏 高橋 祥泰 日高 サンシャイン
牧場 B494－ 4 〃 クビ 266．4

79 � キクノラフィカ 牡4青鹿 57
54 ▲菱田 裕二菊池 五郎氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 480－ 51：15．1� 16．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 13，080，700円 複勝： 32，344，200円 枠連： 8，080，100円
馬連： 23，918，600円 馬単： 21，918，600円 ワイド： 14，952，000円
3連複： 34，422，500円 3連単： 78，319，400円 計： 227，036，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 240円 � 130円 枠 連（1－4） 1，170円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 410円 �� 120円 �� 580円

3 連 複 ��� 760円 3 連 単 ��� 4，310円

票 数

単勝票数 計 130807 的中 � 52356（1番人気）
複勝票数 計 323442 的中 � 181736（1番人気）� 14818（5番人気）� 51478（2番人気）
枠連票数 計 80801 的中 （1－4） 5119（4番人気）
馬連票数 計 239186 的中 �� 13558（4番人気）
馬単票数 計 219186 的中 �� 9357（5番人気）
ワイド票数 計 149520 的中 �� 6695（6番人気）�� 48692（1番人気）�� 4379（10番人気）
3連複票数 計 344225 的中 ��� 33660（3番人気）
3連単票数 計 783194 的中 ��� 13437（11番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．6―12．6―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．4―35．0―47．6―59．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．3
3 ・（1，3）（4，9）（7，10）－11（2，5）－6－8 4 ・（1，3）（4，9，10）7（2，5，11）－6－8

勝馬の
紹 介

ウインクロニクル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2010．6．12 東京3着

2007．2．10生 牡6黒鹿 母 フォレストビーナス 母母 フォレストエンゼル 10戦2勝 賞金 25，010，000円

02064 2月3日 晴 良 （25中京1）第6日 第4競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走11時20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 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．4
1：47．8

良
重

812� ピンクデージー 牝6黒鹿 55
52 ▲藤懸 貴志野島 春男氏 田島 良保 日高 野島牧場 500± 01：54．7 3．6�

711 メジロカトリーヌ 牝6鹿 55 黛 弘人岩﨑 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 480－ 61：55．44 46．9�
813 シルクシンフォニー 牝4栗 54

51 ▲中井 裕二有限会社シルク加用 正 新冠 樋渡 信義 458－ 61：55．61� 10．7�
11 ダンツレアリティ 牝4栗 54

51 ▲菱田 裕二山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 468－ 21：55．7クビ 7．5�
68 カルトマリーヌ 牝6鹿 55 西田雄一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 新ひだか 有限会社武岡牧場 452＋ 6 〃 クビ 20．3�
33 チェルカトローバ 牝6鹿 55 古川 吉洋近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム B450＋ 21：56．23 33．1	
44 ゴールドジェーン 牝5鹿 55 高倉 稜加藤 充彦氏 清水 出美 浦河 笹島 政信 452－ 61：56．3クビ 24．1

69 � ワンダーソング 牝6鹿 55

52 ▲水口 優也山本 信行氏 梅内 忍 新ひだか 米田牧場 440－ 41：56．4� 96．2�
45 ミエノグレース 牝6栗 55 的場 勇人里見美惠子氏 鹿戸 雄一 新冠 富本 茂喜 B488－ 21：56．5� 66．3�
710 フラゴリーネ 牝4鹿 54 川須 栄彦 キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 420－ 61：56．6� 4．4�
56 アッパレオリュウ 牝4黒鹿54 松山 弘平華山 龍一氏 柴田 光陽 新ひだか 静内酒井牧場 508－ 21：56．81� 23．1�
57 メイショウキラリ 牝4鹿 54 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 松栄牧場 464＋ 21：57．11� 3．4�
22 カアチャンコワイ 牝4芦 54 竹之下智昭國分 純氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 484－ 4 （競走中止） 55．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 12，347，900円 複勝： 23，469，800円 枠連： 7，732，600円
馬連： 27，070，300円 馬単： 18，584，800円 ワイド： 14，870，400円
3連複： 36，467，800円 3連単： 62，480，500円 計： 203，024，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 350円 � 320円 枠 連（7－8） 580円

馬 連 �� 6，090円 馬 単 �� 9，160円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 520円 �� 3，390円

3 連 複 ��� 11，510円 3 連 単 ��� 69，450円

票 数

単勝票数 計 123479 的中 � 27209（2番人気）
複勝票数 計 234698 的中 � 54121（1番人気）� 14966（6番人気）� 16722（5番人気）
枠連票数 計 77326 的中 （7－8） 9915（2番人気）
馬連票数 計 270703 的中 �� 3281（20番人気）
馬単票数 計 185848 的中 �� 1498（30番人気）
ワイド票数 計 148704 的中 �� 2849（13番人気）�� 7633（4番人気）�� 1019（37番人気）
3連複票数 計 364678 的中 ��� 2340（38番人気）
3連単票数 計 624805 的中 ��� 664（208番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―37．1―49．7―1：02．2―1：15．1―1：28．1―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ピンクデージー �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ナスルエルアラブ

2007．3．22生 牝6黒鹿 母 ループスキークロス 母母 シ バ ス キ ー 27戦1勝 賞金 24，060，000円
初出走 JRA

〔発走状況〕 ワンダーソング号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 カアチャンコワイ号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ワンダーソング号は，平成25年2月4日から平成25年2月24日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。



02065 2月3日 晴 良 （25中京1）第6日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時50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

23 シ ン ネ ン 牡3栗 56 松山 弘平林 正道氏 浅見 秀一 新ひだか 木田 祐博 482－ 61：36．9 1．9�
47 ラッキーマンボ 牝3鹿 54 国分 優作 �三石川上牧場 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 480＋ 21：37．32� 4．6�
612 パッシオーネ 牝3栗 54 北村 友一吉田 勝己氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 436－ 2 〃 クビ 8．9�
59 サチノリーダース 牡3青鹿 56

53 ▲藤懸 貴志佐藤 幸彦氏 服部 利之 新冠 競優牧場 446－ 61：37．4クビ 8．4�
714 リメインサイレント 牝3鹿 54 古川 吉洋 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム 486－10 〃 クビ 89．3�
24 メイショウアザミ 牝3栗 54 松田 大作松本 好雄氏 中野 栄治 浦河 三嶋牧場 424－ 21：37．5クビ 28．9	
11 ラフィットオフ 牝3鹿 54

51 ▲菱田 裕二飯田 正剛氏 梅田 智之 新ひだか 千代田牧場 424－ 4 〃 クビ 55．7

510 リッシュレーヴ 牡3鹿 56 丸山 元気山田 裕仁氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 474＋ 21：37．71� 14．5�
48 ルーセブラック 牝3黒鹿54 大野 拓弥池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 448＋ 2 〃 ハナ 36．1�
815 ジョロキアキャット 牝3鹿 54

51 ▲水口 優也 ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 北出 成人 新ひだか 岡田牧場 390－ 21：37．8クビ 162．6�

713 ビッグダージリン 牝3鹿 54 中舘 英二関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 460－121：38．12 38．6�
816 メイショウヒビキ 牝3鹿 54 飯田 祐史松本 好�氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 394－ 8 〃 クビ 65．7�
36 オクタヴィア 牝3鹿 54 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 古賀 慎明 新ひだか 前田 宗将 388＋10 〃 ハナ 41．5�
611 ワンダーブライド 牝3栗 54

51 ▲横山 和生山本 信行氏 梅内 忍 日高 日西牧場 392－ 61：38．73� 427．6�
35 アクメバイオ 牝3鹿 54

51 ▲中井 裕二バイオ 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：38．8� 40．5�
12 メ ボ ン 牝3黒鹿 54

52 △西村 太一柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 様似 小田 誠一 432－ 41：39．11� 92．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，469，500円 複勝： 30，994，400円 枠連： 9，179，000円
馬連： 31，607，700円 馬単： 26，030，100円 ワイド： 18，213，500円
3連複： 42，193，600円 3連単： 81，394，100円 計： 257，081，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 130円 � 190円 枠 連（2－4） 360円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 180円 �� 330円 �� 680円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 2，510円

票 数

単勝票数 計 174695 的中 � 75325（1番人気）
複勝票数 計 309944 的中 � 102394（1番人気）� 61414（2番人気）� 29552（3番人気）
枠連票数 計 91790 的中 （2－4） 19269（1番人気）
馬連票数 計 316077 的中 �� 58182（1番人気）
馬単票数 計 260301 的中 �� 30875（1番人気）
ワイド票数 計 182135 的中 �� 32200（1番人気）�� 12885（3番人気）�� 5425（6番人気）
3連複票数 計 421936 的中 ��� 26430（2番人気）
3連単票数 計 813941 的中 ��� 23984（1番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．5―12．2―12．7―12．4―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．4―34．9―47．1―59．8―1：12．2―1：24．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．8―3F37．1

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

シ ン ネ ン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 マリエンバード デビュー 2012．10．14 京都6着

2010．4．12生 牡3栗 母 キタサンバースデー 母母 ダンスチャーマー 5戦1勝 賞金 9，050，000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 モユルオモイ号

02066 2月3日 晴 良 （25中京1）第6日 第6競走 2，000�サラブレッド系3歳
発走12時40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
2：00．4
1：56．1

良
良

11 センティナリー 牝3鹿 54 川須 栄彦 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 438 ―2：05．7 5．5�
59 バ ジ ン ガ 牡3鹿 56 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 486 ―2：05．8� 2．5�
48 ルーツオブゴールド 牡3鹿 56 丸山 元気広尾レース� 小崎 憲 日高 野島牧場 462 ―2：06．12 12．7�
24 ジェットソング 牡3黒鹿56 松田 大作橋元 勇氣氏 野中 賢二 安平 追分ファーム 456 ―2：06．41� 11．1�
817 オ ル ゲ イ ユ 牝3鹿 54

51 ▲菱田 裕二�G1レーシング 岡田 稲男 新ひだか 前川 正美 396 ― 〃 クビ 8．5	
36 グランプリナイト 牡3黒鹿56 大野 拓弥�グランプリ 鮫島 一歩 新ひだか 川端 英幸 488 ―2：06．5� 19．8

816 ウォースピリッツ 牡3黒鹿56 宮崎 北斗有限会社シルク松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478 ―2：06．6クビ 6．5�
815 スーサンタイガー 牡3栗 56 鮫島 良太林 千枝子氏 大根田裕之 浦河 村下 清志 444 ―2：06．81� 84．2�
47 オーケストラピット 牝3鹿 54 飯田 祐史�下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 430 ―2：06．9� 38．3
510 タニノマンボ 牡3鹿 56

53 ▲中井 裕二谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 476 ―2：07．64 38．1�
12 ミストラルシャワー 牝3鹿 54 竹之下智昭佐々木 徹氏 増本 豊 新冠 シンユウフアーム 474 ― 〃 ハナ 58．2�
714 ヒシサファイヤ 牝3黒鹿 54

51 ▲水口 優也阿部 雅英氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 472 ―2：07．81� 189．7�
612 エーブドラゴンマン 牡3青鹿56 高倉 稜 �レーシングホース

ジャパン 沖 芳夫 浦河 荻伏三好フ
アーム 506 ―2：08．01� 44．5�

23 サ ジ ッ タ 牝3鹿 54 松山 弘平 H.H．シェイク・ハムダン 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 478 ―2：08．1� 53．3�

713 リキアイカイウン 牡3栗 56 中舘 英二高山 幸雄氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 482 ―2：08．52� 71．1�
（ジラフビーン）

611 ウインファイア 牡3鹿 56 丹内 祐次�ウイン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 462 ―2：08．71� 128．3�
35 キンググレイテッド 牡3鹿 56 国分 優作伊藤 正男氏 西橋 豊治 日高 佐々木牧場 480 ―2：09．23 27．2�

（17頭）

売 得 金
単勝： 14，485，300円 複勝： 19，825，000円 枠連： 10，838，900円
馬連： 24，952，600円 馬単： 18，293，100円 ワイド： 13，860，700円
3連複： 35，218，500円 3連単： 60，374，600円 計： 197，848，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 190円 � 130円 � 270円 枠 連（1－5） 720円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，870円

ワ イ ド �� 330円 �� 970円 �� 550円

3 連 複 ��� 2，530円 3 連 単 ��� 14，180円

票 数

単勝票数 計 144853 的中 � 21062（2番人気）
複勝票数 計 198250 的中 � 25553（3番人気）� 53734（1番人気）� 15180（6番人気）
枠連票数 計 108389 的中 （1－5） 11240（2番人気）
馬連票数 計 249526 的中 �� 23201（1番人気）
馬単票数 計 182931 的中 �� 7252（3番人気）
ワイド票数 計 138607 的中 �� 11632（1番人気）�� 3230（11番人気）�� 6099（5番人気）
3連複票数 計 352185 的中 ��� 10280（4番人気）
3連単票数 計 603746 的中 ��� 3144（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．0―37．9―50．6―1：03．4―1：16．2―1：29．4―1：42．1―1：53．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F36．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

センティナリー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 リアルシヤダイ 初出走

2010．4．7生 牝3鹿 母 ジェイズジュエリー 母母 アサーション 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況・騎手変更〕 オーケストラピット号の騎手藤懸貴志は，馬場入場後に落馬。検査のため飯田祐史に変更。検量及び装

鞍のやり直しのため発走時刻8分遅延。
※オーケストラピット号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



02067 2月3日 晴 良 （25中京1）第6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，57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：22．5
1：21．5

良
不良

67 リズミックビート 牡6栗 57
54 ▲菱田 裕二名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 520－ 41：25．2 10．8�

56 レッツゴーマークン 牡5栗 57 柴山 雄一�Basic 田島 俊明 日高 ナカノファーム 444－ 61：25．41� 10．6�
33 ゴールデンクラウン 牡4青鹿57 大野 拓弥吉田 和子氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 506－ 21：25．5� 24．3�
79 バトルドミンゴ 牡4芦 57 中舘 英二宮川 秋信氏 牧 光二 新冠 村上牧場 566－ 21：26．13� 1．6�
812 レオプレシャス 牡6黒鹿57 古川 吉洋�レオ 小野 次郎 浦河 酒井牧場 B484＋ 81：26．2� 45．8�
811 サンクフルネス 牡4青 57 北村 友一小林竜太郎氏 沖 芳夫 日高 いとう牧場 460－ 21：26．41� 6．4	
22 トーホウサターン 牡4青鹿57 西田雄一郎東豊物産� 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 492－ 61：26．82� 213．4

710 マルカファントム 牡5鹿 57 高倉 稜河長産業� 松永 昌博 浦河 日の出牧場 452－ 61：26．9� 70．1�
11 アローベアタキオン 牡7栗 57 松田 大作宮原 廣伸氏 昆 貢 新冠 村田牧場 520＋101：27．0� 29．4�
55 � クレバーアレース 牡4鹿 57 丸山 元気岡崎牧場 小西 一男 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 468＋ 41：27．1� 148．9�
44 レッドバビロン 牡4青鹿 57

54 ▲中井 裕二 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 500＋ 41：27．84 9．0�
68 マッシヴヒーロー 牡4鹿 57 松山 弘平小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 カミイスタット 456± 01：29．29 17．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 19，249，900円 複勝： 32，997，800円 枠連： 8，178，900円
馬連： 29，092，600円 馬単： 26，114，800円 ワイド： 16，185，400円
3連複： 39，255，500円 3連単： 89，644，300円 計： 260，719，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 320円 � 300円 � 580円 枠 連（5－6） 1，980円

馬 連 �� 3，320円 馬 単 �� 7，950円

ワ イ ド �� 980円 �� 1，970円 �� 1，980円

3 連 複 ��� 15，740円 3 連 単 ��� 109，900円

票 数

単勝票数 計 192499 的中 � 14115（5番人気）
複勝票数 計 329978 的中 � 28441（5番人気）� 31037（3番人気）� 13587（7番人気）
枠連票数 計 81789 的中 （5－6） 3050（7番人気）
馬連票数 計 290926 的中 �� 6480（11番人気）
馬単票数 計 261148 的中 �� 2425（25番人気）
ワイド票数 計 161854 的中 �� 4178（11番人気）�� 2002（20番人気）�� 1988（21番人気）
3連複票数 計 392555 的中 ��� 1841（45番人気）
3連単票数 計 896443 的中 ��� 602（275番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―34．8―46．6―59．2―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リズミックビート �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2009．11．15 京都6着

2007．3．20生 牡6栗 母 リュバンドール 母母 ゲートドクール 32戦2勝 賞金 27，240，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時15分に変更。
〔騎手変更〕 リズミックビート号の騎手藤懸貴志は，第6競走での馬場入場後の落馬負傷のため菱田裕二に変更。

02068 2月3日 晴 良 （25中京1）第6日 第8競走 1，400�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，57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．0
1：19．0

良
良

713� カディーシャ 牝4栗 55 高倉 稜 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 武市 康男 平取 北島牧場 418－ 41：22．7 4．1�

510 ウインロザリー 牝5青 55 大野 拓弥�ウイン 宗像 義忠 新冠 村上 欽哉 434＋ 2 〃 ハナ 5．6�
47 ラ パ ー ジ ュ 牝4青鹿55 丸山 元気 �ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム 464± 01：23．02 10．4�
24 ユキノアイオロス �5鹿 57 柴山 雄一井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 470± 0 〃 アタマ 10．8�
59 オースミマイカ 牝5鹿 55 松田 大作�オースミ 昆 貢 新冠 若林牧場 B458－ 41：23．1クビ 4．2�
612 クラウンエンビー 牡4栗 57 西田雄一郎矢野 悦三氏 日吉 正和 鹿児島 小園 孝一 456＋ 21：23．31� 30．4	
714 コスモルミナス 牡4栗 57 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 浦河 笹地牧場 476＋ 81：23．4� 40．0�
815 アースツリー 牝6栗 55 古川 吉洋 
社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム 450－ 41：23．5� 9．0�
611 シルクアポロン 牡4鹿 57 松山 弘平有限会社シルク池添 兼雄 新ひだか マークリ牧場 518＋22 〃 クビ 16．1
12 エレガントタイム 牝4黒鹿 55

53 △西村 太一西城 公雄氏 宗像 義忠 新冠 川上牧場 424－ 41：23．71� 83．5�
23 ヴ ェ ル ー テ 牝4鹿 55

52 ▲菱田 裕二名古屋友豊� 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 412＋ 4 〃 クビ 12．6�
11 リズミカルステップ 牝6栗 55 北村 友一有限会社シルク栗田 徹 新ひだか 千代田牧場 470＋ 21：23．8クビ 83．2�
36 � トウショウレイザー 牡5鹿 57 黛 弘人トウショウ産業� 大久保洋吉 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 470＋ 41：24．01� 48．0�
816 コスモユキシマキ 牝4芦 55

52 ▲中井 裕二 
ビッグレッドファーム 柴崎 勇 新ひだか 秋田育成牧場 460－ 21：24．2� 93．5�
35 スズカサクセス 牡6鹿 57 国分 優作永井 啓弍氏 坪 憲章 むかわ 新井牧場 470－ 41：24．41� 113．1�
48 サ ラ ロ ー サ 牝4鹿 55 川須 栄彦�ノースヒルズ 小崎 憲 新冠 ノースヒルズマネジメント 442－ 21：24．72 25．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，269，200円 複勝： 30，092，900円 枠連： 13，072，800円
馬連： 36，916，700円 馬単： 23，325，100円 ワイド： 18，396，600円
3連複： 52，854，100円 3連単： 93，117，300円 計： 284，044，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 200円 � 300円 枠 連（5－7） 440円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 2，430円

ワ イ ド �� 450円 �� 790円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 4，290円 3 連 単 ��� 21，070円

票 数

単勝票数 計 162692 的中 � 31290（1番人気）
複勝票数 計 300929 的中 � 63405（1番人気）� 38675（3番人気）� 22090（6番人気）
枠連票数 計 130728 的中 （5－7） 22307（1番人気）
馬連票数 計 369167 的中 �� 22406（3番人気）
馬単票数 計 233251 的中 �� 7113（6番人気）
ワイド票数 計 183966 的中 �� 10878（2番人気）�� 5680（6番人気）�� 3899（15番人気）
3連複票数 計 528541 的中 ��� 9104（10番人気）
3連単票数 計 931173 的中 ��� 3263（39番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．2―11．8―11．8―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．6―34．8―46．6―58．4―1：10．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．1
3 ・（9，12）14（4，16）（7，13）（6，8）3（2，11）10（1，5）15 4 9，12（4，14）16，7，13（6，8）3（2，11）（5，10）1，15

勝馬の
紹 介

�カディーシャ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Highest Honor

2009．2．2生 牝4栗 母 バ ズ ビ ナ 母母 Elite Guest 9戦1勝 賞金 18，500，000円
初出走 JRA



02069 2月3日 晴 良 （25中京1）第6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 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．4
1：47．8

良
重

810 サトノシーザー 牡4青 56 丸山 元気里見 治氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 532＋ 41：54．0 9．7�
33 � テーオーダンシング �6鹿 57 国分 優作小笹 公也氏 梅田 智之 平取 清水牧場 522－ 61：54．31� 34．2�
55 スズカルパン 牡4鹿 56

53 ▲菱田 裕二永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 456－ 21：54．4� 10．8�
77 リベラルアーツ 牡5黒鹿57 松山 弘平�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 484± 01：54．61� 1．4�
66 オルレアンノオトメ 牝6鹿 55 高倉 稜�ミルファーム 武市 康男 新冠 イワミ牧場 B466－ 81：54．8� 97．5	
78 メイプルリンカーン 牡5栗 57 柴山 雄一節 英司氏 高市 圭二 新冠 安達 洋生 474－ 21：54．9� 11．0

11 ネオリアライズ �5鹿 57 川須 栄彦橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 478－ 21：55．32� 5．6�
44 ジョビアーレ 牝4栗 54

51 ▲中井 裕二広尾レース� 松永 幹夫 大樹 大樹ファーム 522－ 61：56．25 64．0�
89 コウズシャイン 牡4鹿 56 西田雄一郎山本 功士氏 二本柳俊一 浦河 高松牧場 B502－ 81：56．4� 177．1

（9頭）
22 プルーフポジティブ 牡4黒鹿 56

53 ▲藤懸 貴志山本 茂氏 松永 昌博 浦河 中村 雅明 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 22，494，700円 複勝： 63，216，900円 枠連： 7，173，800円
馬連： 29，444，500円 馬単： 31，277，000円 ワイド： 16，270，800円
3連複： 39，446，300円 3連単： 124，100，000円 計： 333，424，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 520円 � 1，060円 � 390円 枠 連（3－8） 8，440円

馬 連 �� 7，600円 馬 単 �� 14，890円

ワ イ ド �� 1，950円 �� 550円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 7，820円 3 連 単 ��� 82，890円

票 数

単勝票数 差引計 224947（返還計 267） 的中 � 18359（3番人気）
複勝票数 差引計 632169（返還計 335） 的中 � 32760（5番人気）� 14525（6番人気）� 45713（3番人気）
枠連票数 差引計 71738（返還計 239） 的中 （3－8） 628（13番人気）
馬連票数 差引計 294445（返還計 1958） 的中 �� 2862（17番人気）
馬単票数 差引計 312770（返還計 1270） 的中 �� 1551（28番人気）
ワイド票数 差引計 162708（返還計 723） 的中 �� 1964（16番人気）�� 7735（5番人気）�� 3620（12番人気）
3連複票数 差引計 394463（返還計 3407） 的中 ��� 3727（20番人気）
3連単票数 差引計1241000（返還計 9176） 的中 ��� 1105（142番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―12．8―12．3―12．4―13．0―13．3―12．2―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―37．5―49．8―1：02．2―1：15．2―1：28．5―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サトノシーザー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Storm Cat デビュー 2012．2．18 京都3着

2009．4．24生 牡4青 母 ウィルダネスストーム 母母 Wilderness Song 7戦2勝 賞金 14，620，000円
〔出走取消〕 プルーフポジティブ号は，疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔制裁〕 サトノシーザー号の騎手丸山元気は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

02070 2月3日 晴 良 （25中京1）第6日 第10競走 ��2，000�
あ つ た

熱 田 特 別
発走14時50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 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
2：00．4
1：56．1

良
良

810 ラブイズブーシェ 牡4黒鹿56 中舘 英二小林 祥晃氏 村山 明 浦河 小池 博幸 458－ 62：04．1 8．3�
55 ゴットマスタング 牡5青鹿57 北村 友一後藤 進氏 木原 一良 浦河 日の出牧場 462－ 22：04．2� 1．6�
67 ベンジャミン 牡5青鹿57 松田 大作福本 圭佐氏 池添 兼雄 新ひだか 矢野牧場 516＋ 22：04．51� 14．5�
11 リルバイリル �5鹿 57 国分 優作小林 薫氏 栗田 博憲 様似 富田 恭司 472－ 82：04．6� 12．8�
44 マイネエミリー 牝4鹿 54 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 404＋ 42：04．81	 85．8�
33 トウシンヤマト 牡5黒鹿57 松山 弘平�サトー 村山 明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B480＋ 4 〃 クビ 5．8	
811 マイネルヴァルム 牡5青鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 470± 02：04．9クビ 17．5

66 ディーエスライダー 牡4黒鹿56 柴山 雄一秋谷 壽之氏 成島 英春 新ひだか 岡田スタツド 494－ 22：05．0� 31．0�
79 
 アシュヴィン 牡4栗 56 川須 栄彦前田 幸治氏 中竹 和也 愛 Lynch Bages Ltd

& Samac Ltd 462＋ 62：05．42� 11．8�
78 � エメラルブライト 牡5黒鹿57 鮫島 良太高橋 勉氏 加藤 敬二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452± 02：06．14 265．6
22 ケイツークロート 牝4栗 54 黛 弘人楠本 勝美氏 高橋 義博 日高 ナカノファーム 464± 02：06．84 162．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 25，243，900円 複勝： 50，182，600円 枠連： 13，511，500円
馬連： 48，797，500円 馬単： 40，511，400円 ワイド： 23，482，800円
3連複： 60，670，800円 3連単： 150，292，200円 計： 412，692，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 210円 � 110円 � 330円 枠 連（5－8） 460円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 2，220円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，180円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，270円 3 連 単 ��� 14，780円

票 数

単勝票数 計 252439 的中 � 24015（3番人気）
複勝票数 計 501826 的中 � 45995（3番人気）� 223551（1番人気）� 24076（7番人気）
枠連票数 計 135115 的中 （5－8） 21936（2番人気）
馬連票数 計 487975 的中 �� 48481（2番人気）
馬単票数 計 405114 的中 �� 13491（8番人気）
ワイド票数 計 234828 的中 �� 24192（2番人気）�� 4378（19番人気）�� 10428（6番人気）
3連複票数 計 606708 的中 ��� 19757（9番人気）
3連単票数 計1502922 的中 ��� 7509（49番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．7―37．9―50．9―1：03．8―1：16．4―1：28．7―1：40．7―1：52．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラブイズブーシェ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2011．10．8 京都5着

2009．3．24生 牡4黒鹿 母 ロ ー リ エ 母母 ナカミシュンラン 9戦1勝 賞金 21，709，000円



02071 2月3日 晴 良 （25中京1）第6日 第11競走 ��1，200�
ながしの

長篠ステークス
発走15時25分 （芝・左）
4歳以上，1，600万円以下，24．2．4以降25．1．27まで1回以上出走馬，除未出走馬および
未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 15，800，000円 6，300，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，580，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：06．5

重
良

69 サクラアドニス 牡5黒鹿56 松山 弘平�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 462－ 21：09．5 4．7�
711� リトルゲルダ 牝4芦 52 上村 洋行栗山 良子氏 鮫島 一歩 米 Dapple

Bloodstock 486－121：09．71� 12．3�
58 ラディアーレ 牡5鹿 54 菱田 裕二吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 464± 01：09．91 15．6�
57 ストロングポイント 牡7芦 53 古川 吉洋畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 474－ 8 〃 クビ 118．5�
34 サカジロロイヤル 牡5黒鹿55 国分 優作ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 浦河 中島牧場 508－ 2 〃 アタマ 4．0�
33 ビキニブロンド 牝4黒鹿53 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 448＋ 61：10．11 3．9	
814 エ ス カ ー ダ 牡6青鹿54 宮崎 北斗山本 武司氏 高市 圭二 浦河 北俣牧場 470－ 6 〃 クビ 54．8

46 ブラーニーストーン 牡6芦 55 大野 拓弥吉田 和子氏 宮 徹 新ひだか 片山牧場 478－ 81：10．2� 16．3�
712 トーホウシンバル 牝6青鹿52 西田雄一郎東豊物産� 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 446± 01：10．3� 30．7�
45 バートラムガーデン 牝4鹿 53 川須 栄彦下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 426－101：10．83 28．2�
22 � シゲルアセロラ 牡4黒鹿56 中舘 英二森中 蕃氏 目野 哲也 米

Mr. & Mrs. Don K
Love &
Briggs/Cromartie

492＋ 61：10．9� 8．2�
610 グローリールピナス 牝7栃栗51 横山 和生大久保典義氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 480－ 41：11．0� 40．6�
813 ツルマルジュピター 牡6黒鹿56 高倉 稜鶴田 鈴子氏 坂口 正則 浦河 駿河牧場 500－ 6 〃 クビ 49．3�
11 コンサートレディ 牝4鹿 53 丸山 元気平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 462－ 21：11．21 14．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 36，117，200円 複勝： 59，068，700円 枠連： 36，135，900円
馬連： 161，603，100円 馬単： 94，487，800円 ワイド： 52，897，600円
3連複： 219，317，200円 3連単： 434，168，300円 計： 1，093，795，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 200円 � 390円 � 480円 枠 連（6－7） 1，490円

馬 連 �� 2，110円 馬 単 �� 3，970円

ワ イ ド �� 960円 �� 1，280円 �� 2，500円

3 連 複 ��� 14，300円 3 連 単 ��� 74，330円

票 数

単勝票数 計 361172 的中 � 61270（3番人気）
複勝票数 計 590687 的中 � 96520（3番人気）� 37250（5番人気）� 28431（8番人気）
枠連票数 計 361359 的中 （6－7） 17902（6番人気）
馬連票数 計1616031 的中 �� 56698（8番人気）
馬単票数 計 944878 的中 �� 17585（13番人気）
ワイド票数 計 528976 的中 �� 13942（7番人気）�� 10223（16番人気）�� 5087（33番人気）
3連複票数 計2193172 的中 ��� 11320（48番人気）
3連単票数 計4341683 的中 ��� 4311（234番人気）

ハロンタイム 12．1―10．3―11．1―11．5―12．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．4―33．5―45．0―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F36．0
3 2，13，14（8，5，12）11（1，3，4）9－6，7－10 4 2－13，14（8，5）（1，12）（3，4，11）9－6，7－10

勝馬の
紹 介

サクラアドニス �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 ウォーニング デビュー 2011．3．19 阪神4着

2008．3．10生 牡5黒鹿 母 サクラウォーニング 母母 サクラハツスル 18戦4勝 賞金 69，134，000円

02072 2月3日 晴 良 （25中京1）第6日 第12競走 2，200�
こ い じ が は ま

恋 路 ケ 浜 特 別
発走16時00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 12，800，000円 5，100，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，280，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．5
2：10．0

良
良

22 カ ム フ ィ ー 牡4黒鹿56 大野 拓弥清水 二朗氏 鈴木 康弘 池田 新田牧場 458－ 82：16．7 7．6�
66 シャドウバンガード 牡4黒鹿56 丸山 元気飯塚 知一氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 438－ 4 〃 クビ 1．9�
77 クイーンオリーブ 牝5青鹿55 的場 勇人有限会社シルク牧 光二 浦河 杵臼牧場 452－ 82：16．91� 6．9�
55 シゲルササグリ 牡4黒鹿56 川須 栄彦森中 蕃氏 中村 均 新冠 平山牧場 496± 02：17．21� 24．6�
33 コスモカンタービレ 牡6黒鹿57 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 西村 和夫 498－ 42：17．3クビ 28．4�
89 プロフェッサー 牡4鹿 56 北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 454＋ 6 〃 クビ 13．2	
44 ローレルジャブラニ 牡5鹿 57 松山 弘平 
ローレルレーシング 松永 昌博 日高 森永牧場 528＋122：17．4クビ 5．2�
88 ロックンロール 牡6黒鹿57 鮫島 良太薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 516－ 22：18．14 10．7�
11 � イグゼキュティヴ 牡7鹿 57 丹内 祐次岡田 繁幸氏 清水 美波 新ひだか 沖田 忠幸 B538＋242：19．16 65．0

（9頭）

売 得 金
単勝： 32，430，800円 複勝： 47，259，300円 枠連： 14，497，800円
馬連： 60，804，000円 馬単： 47，303，300円 ワイド： 27，238，700円
3連複： 77，141，200円 3連単： 210，907，300円 計： 517，582，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 150円 � 110円 � 150円 枠 連（2－6） 550円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 200円 �� 530円 �� 240円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 7，100円

票 数

単勝票数 計 324308 的中 � 33908（4番人気）
複勝票数 計 472593 的中 � 73382（3番人気）� 154190（1番人気）� 74773（2番人気）
枠連票数 計 144978 的中 （2－6） 19579（3番人気）
馬連票数 計 608040 的中 �� 84865（1番人気）
馬単票数 計 473033 的中 �� 21329（7番人気）
ワイド票数 計 272387 的中 �� 39581（1番人気）�� 10459（7番人気）�� 30128（2番人気）
3連複票数 計 771412 的中 ��� 68601（1番人気）
3連単票数 計2109073 的中 ��� 21934（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―25．1―37．6―50．6―1：03．6―1：16．1―1：28．6―1：40．9―1：52．9―2：04．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．8
1
3
7（1，4）8（3，5，9）6，2
7（1，4，8）（3，9）（5，6）2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カ ム フ ィ ー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2011．10．30 東京5着

2009．3．26生 牡4黒鹿 母 ナイトクルーズ 母母 ナイトスパーク 11戦2勝 賞金 33，529，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 シャドウバンガード号の騎手丸山元気は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

３レース目



（25中京1）第6日 2月3日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 159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 手 当

174，940，000円
2，080，000円
6，520，000円
1，280，000円
15，950，000円
53，981，000円
4，134，000円
1，526，400円

勝馬投票券売得金
234，402，100円
450，822，300円
144，332，400円
525，960，400円
387，631，300円
245，317，400円
715，155，800円
1，510，751，000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 4，214，372，700円

総入場人員 15，649名 （有料入場人員 14，763名）



平成25年度 第1回中京競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 1，080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 手 当

1，075，460，000円
2，080，000円
33，100，000円
11，040，000円
98，570，000円
361，963，000円
28，352，000円
10，368，000円

勝馬投票券売得金
1，451，176，300円
2，539，728，900円
962，262，100円
3，370，931，700円
2，215，504，200円
1，552，854，900円
4，779，517，800円
8，846，501，600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 25，718，477，500円

総入場延人員 76，528名 （有料入場延人員 71，277名）
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