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02001 1月18日 晴 良 （26中京1）第1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 シゲルミマサカ 牝3青鹿54 秋山真一郎森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新冠 村上牧場 426－ 21：13．4 1．5�
714 サカジロヴィグラス 牝3黒鹿54 高倉 稜ロイヤルパーク 崎山 博樹 むかわ 宇南山牧場 484－ 21：13．5� 15．1�
24 パーティードレス 牝3栗 54 丸山 元気原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 472＋101：13．6� 10．5�
816 リンガスアリュール 牝3栗 54 中舘 英二伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 506± 0 〃 クビ 8．0�
35 シゲルオワリ 牝3鹿 54 川須 栄彦森中 蕃氏 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 414＋ 21：13．7� 15．9�
12 デルマアラレチャン 牝3鹿 54

52 △杉原 誠人浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーヒルファーム 454＋ 41：14．01� 54．9�
815 アリュージョン 牝3鹿 54 荻野 琢真 H.H．シェイク・モハメド 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460－ 61：14．53 27．2	
59 クーファシーズンズ 牝3黒鹿54 藤岡 康太大迫久美子氏 梅田 智之 新冠 村上 欽哉 448－181：14．81� 45．6

713 スプリグロウス 牝3青鹿54 西田雄一郎鈴木 照雄氏 本間 忍 浦河 岡崎牧場 446－ 21：14．9� 239．1�
612 クリノツネチャン 牝3栗 54 古川 吉洋栗本 博晴氏 武田 博 日高 川島 良一 434＋121：15．11� 9．1�
23 ホールドアウト 牝3栗 54

51 ▲伴 啓太橋口 博氏 鈴木 伸尋 浦河 松田 憲一 408－ 41：15．31� 230．6
36 チタノティアラ 牝3栗 54 丹内 祐次中村 光利氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田牧場 426＋ 21：15．51� 57．1�
48 インワンブレス 牝3栗 54

51 ▲森 一馬名古屋友豊� 木原 一良 登別 青藍牧場 426± 01：15．71� 191．6�
611 ムーンパスラブ 牝3黒鹿54 柴山 雄一木稲 安則氏 嶋田 潤 新冠 木稲牧場 428－121：16．44 62．1�
510 クリノゲンキチャン 牝3栗 54

51 ▲長岡 禎仁栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 日西牧場 450＋ 81：18．6大差 254．0�
（15頭）

11 スリーチアサウス 牝3鹿 54
53 ☆菱田 裕二永井商事� 小野 幸治 新ひだか グランド牧場 466＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 12，375，600円 複勝： 32，556，300円 枠連： 5，986，400円
馬連： 18，009，000円 馬単： 15，486，000円 ワイド： 11，600，800円
3連複： 26，824，500円 3連単： 44，925，700円 計： 167，764，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 340円 � 200円 枠 連（4－7） 1，000円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 500円 �� 310円 �� 920円

3 連 複 ��� 2，390円 3 連 単 ��� 7，630円

票 数

単勝票数 差引計 123756（返還計 2234） 的中 � 66224（1番人気）
複勝票数 差引計 325563（返還計 2900） 的中 � 209918（1番人気）� 9938（6番人気）� 22322（3番人気）
枠連票数 差引計 59864（返還計 78） 的中 （4－7） 4430（5番人気）
馬連票数 差引計 180090（返還計 6679） 的中 �� 11829（5番人気）
馬単票数 差引計 154860（返還計 5453） 的中 �� 7262（5番人気）
ワイド票数 差引計 116008（返還計 5557） 的中 �� 5633（5番人気）�� 10402（3番人気）�� 2846（9番人気）
3連複票数 差引計 268245（返還計 21070） 的中 ��� 8301（8番人気）
3連単票数 差引計 449257（返還計 33089） 的中 ��� 4346（19番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．3―12．4―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．2―36．5―48．9―1：00．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．2―3F36．9
3 ・（7，14）16（5，12）（8，9）2（6，4）15－13，3＝11，10 4 ・（7，14）16（5，12）（2，9）4（15，8，6）－（3，13）＝11－10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シゲルミマサカ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2013．10．12 京都2着

2011．3．31生 牝3青鹿 母 ボンジュールカレン 母母 ベンチャービジネス 6戦1勝 賞金 12，900，000円
〔競走除外・発走状況〕 スリーチアサウス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔両後肢挫創〕を発症したため

競走除外。発走時刻6分遅延。
スプリグロウス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

〔馬の出走停止・調教再審査〕 スリーチアサウス号は，平成26年1月19日から平成26年2月17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〕 クリノゲンキチャン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年3月18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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ドナプロミス号・フミキュン号・ヨッテウタッテ号

02002 1月18日 晴 良 （26中京1）第1日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時15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

816 ディープカジノ 牡3鹿 56 松山 弘平深見 敏男氏 小野 幸治 新冠 越湖牧場 462－ 21：56．0 2．8�
35 タマモマズルカ 牡3黒鹿56 吉田 隼人タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 508－ 41：56．42� 3．5�
48 アラートミノル 牡3鹿 56 松田 大作吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 476＋261：56．71� 37．2�
12 ポメグラネイト 牡3栗 56 秋山真一郎畑佐 博氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 546－ 21：57．23 3．7�
815 シゲルエッチュウ 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 藤沢牧場 B438－ 21：57．62� 190．8�
713 アスカノゲルニカ 牡3黒鹿 56

55 ☆中井 裕二豊田 智郎氏 加用 正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 434－121：57．81� 27．4	

59 セルリアンジェダイ 牡3栗 56 大畑 雅章
イクタ 飯田 雄三 新冠 ムラカミファーム 468＋ 21：57．9� 34．8�
（愛知）

714 カネトシモナカ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介兼松 利男氏 水野 貴広 浦河 梅田牧場 472± 01：58．64 52．8�
47 カネトシタシナミ 牝3鹿 54 川須 栄彦兼松 利男氏 高野 友和 新冠 パカパカ

ファーム 432－ 81：58．81� 16．9
11 マサノサーパス 牡3芦 56 村田 一誠中村 時子氏 栗田 徹 新ひだか 中村 和夫 474－ 81：58．9クビ 62．8�
36 アイキャスト 牝3鹿 54 丸山 元気柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 日高 富川牧場 426＋ 21：59．0� 136．9�
510 マイネルクロノス 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 新ひだか タイヘイ牧場 456－ 41：59．31� 17．0�
611 スクリットリーチェ 牝3青鹿54 黛 弘人岡田 壮史氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 444＋ 81：59．93� 87．6�
24 ウォーターヴォイス 牝3鹿 54

53 ☆菱田 裕二山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 442＋ 22：00．32� 16．8�
23 ローレルグランツ 牡3栗 56

53 ▲森 一馬 �ローレルレーシング 松永 昌博 新ひだか 畠山牧場 438－122：00．72� 131．3�
612 アッパレジャパン 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太西村新一郎氏 伊藤 伸一 新冠 浜口牧場 424－ 6 （競走中止） 369．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 11，255，500円 複勝： 18，692，400円 枠連： 5，928，300円
馬連： 18，890，900円 馬単： 13，849，100円 ワイド： 11，058，200円
3連複： 29，991，900円 3連単： 46，360，600円 計： 156，026，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 150円 � 690円 枠 連（3－8） 520円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 240円 �� 1，570円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 5，840円 3 連 単 ��� 17，490円

票 数

単勝票数 計 112555 的中 � 32350（1番人気）
複勝票数 計 186924 的中 � 46491（1番人気）� 36922（2番人気）� 4482（10番人気）
枠連票数 計 59283 的中 （3－8） 8543（2番人気）
馬連票数 計 188909 的中 �� 27022（2番人気）
馬単票数 計 138491 的中 �� 10372（2番人気）
ワイド票数 計 110582 的中 �� 14515（1番人気）�� 1543（20番人気）�� 1213（24番人気）
3連複票数 計 299919 的中 ��� 3792（18番人気）
3連単票数 計 463606 的中 ��� 1957（43番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―37．9―51．5―1：04．8―1：17．9―1：30．8―1：43．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ディープカジノ �
�
父 オンファイア �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー 2013．9．15 阪神6着

2011．5．17生 牡3鹿 母 ビューティマロン 母母 サ ン コ シ コ 7戦1勝 賞金 8，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時20分に変更。
〔騎手変更〕 シゲルエッチュウ号の騎手岩崎翼は，病気のため城戸義政に変更。
〔競走中止〕 アッパレジャパン号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 セルリアンジェダイ号の騎手大畑雅章は，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10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 コスモトレント号・ステキステキ号・タイセイバリオス号・ディープリアン号・ビックナダディー号
（非抽選馬） 5頭 センスオブオナー号・バルコドール号・ブラウンネプチュー号・ベルモントタイム号・メイショウラリマー号
※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。

第１回 中京競馬 第１日



02003 1月18日 晴 良 （26中京1）第1日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走10時45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
1：10．1
1：08．7

重
重

612 メイショウジビュス 牝5鹿 55
52 ▲城戸 義政松本 和子氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 466－ 21：13．1 9．6�

23 シャンパンルージュ 牝4鹿 54 中舘 英二�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社
ノースヒルズ B490＋ 81：13．31� 3．3�

816 セイユウスマイル 牝4鹿 54 藤岡 佑介松岡 正二氏 鈴木 伸尋 新ひだか 畠山牧場 482± 01：13．4クビ 4．6�
11 ワキノネクサス 牝5鹿 55

54 ☆菱田 裕二脇山 良之氏 村山 明 新ひだか 広田牧場 448＋ 2 〃 クビ 12．0�
815 タイセイクインス 牝5青鹿55 川須 栄彦田中 成奉氏 高野 友和 様似 様似共栄牧場 480＋ 41：13．5クビ 11．9�
713 トゥルーカラーズ 牝4鹿 54 酒井 学畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 438＋ 41：13．92� 153．7	
47 ジャストフレンズ 牝5鹿 55 中谷 雄太阿部 幸暉氏 大和田 成 新冠 樋渡 信義 444＋ 61：14．0クビ 24．7

611� メイショウオウヒ 牝6黒鹿55 勝浦 正樹松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 476＋121：14．1� 13．5�
59 � タガノゴージャス 牝4鹿 54 松山 弘平八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 424＋ 41：14．2� 35．4�
12 サウンドアドバイス 牝4栗 54 高倉 稜加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 454＋ 61：14．3クビ 9．7
36 セイントデジタル 牝4栗 54

51 ▲長岡 禎仁中西 宏彰氏 山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 460＋ 4 〃 クビ 28．6�

510 スノークラフト 牝5芦 55 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド B458± 01：15．04 7．0�
35 � ミッドナイトリバー 牝5鹿 55 黛 弘人小林 薫氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド 428＋ 61：15．21� 171．4�
714� シゲルフクシュニン 牝6栗 55

52 ▲原田 敬伍森中 蕃氏 小原伊佐美 青森 ワールドファーム 462－ 21：15．41 467．8�
48 フクノハツヒメ 牝5鹿 55 柴山 雄一福島 実氏 鹿戸 雄一 浦河 バンブー牧場 442＋ 81：16．57 48．4�
24 � グレイスフルライフ 牝4栗 54 荻野 琢真中西 功氏 谷原 義明 新ひだか 金 宏二 510＋141：17．88 210．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 13，414，200円 複勝： 26，598，700円 枠連： 8，042，600円
馬連： 23，795，500円 馬単： 15，935，600円 ワイド： 13，997，400円
3連複： 36，772，400円 3連単： 55，979，300円 計： 194，535，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 230円 � 130円 � 170円 枠 連（2－6） 850円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 3，400円

ワ イ ド �� 440円 �� 640円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，920円 3 連 単 ��� 15，910円

票 数

単勝票数 計 134142 的中 � 11110（4番人気）
複勝票数 計 265987 的中 � 25204（4番人気）� 67339（1番人気）� 40973（2番人気）
枠連票数 計 80426 的中 （2－6） 7060（2番人気）
馬連票数 計 237955 的中 �� 12857（3番人気）
馬単票数 計 159356 的中 �� 3461（8番人気）
ワイド票数 計 139974 的中 �� 7890（3番人気）�� 5126（5番人気）�� 10223（1番人気）
3連複票数 計 367724 的中 ��� 14164（2番人気）
3連単票数 計 559793 的中 ��� 2597（24番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．7―12．6―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．7―35．4―48．0―1：00．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウジビュス �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Green Desert デビュー 2011．9．10 阪神10着

2009．2．19生 牝5鹿 母 フォーフリーダムス 母母 Shining Eyes 24戦2勝 賞金 19，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時50分に変更。
〔制裁〕 ワキノネクサス号の騎手菱田裕二は，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：6番・11番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グレイスフルライフ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年2月18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。
（非抽選馬） 2頭 ボストンビリーヴ号・ローゼズガーランド号

02004 1月18日 晴 良 （26中京1）第1日 第4競走 3，000�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時15分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� 基準タイム3：17．2良

58 マーリンシチー 牡8鹿 60 植野 貴也 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 日高 幾千世牧場 470＋ 83：21．3 2．4�
33 メイショウムシャ 牡4黒鹿 59

57 ▲森 一馬松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 510＋ 43：21．4� 3．3�
712 コウエイロックオン 牡5鹿 60 平沢 健治西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム 504± 0 〃 クビ 6．9�
610 エリタージュ 牝4鹿 57 難波 剛健佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 454＋ 63：21．5クビ 12．7�
22 シゲルヘビザ 牡4黒鹿59 中村 将之森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 沖田 忠幸 496－ 63：21．6� 14．4�
46 � スターファンタジア 牝5黒鹿58 山本 康志下井 道博氏 石栗 龍彦 浦河 東栄牧場 468－143：23．3大差 104．1	
813 ダ イ コ ウ キ 牡4青鹿59 熊沢 重文橋元 幸平氏 南井 克巳 日高 ナカノファーム 518－ 23：23．4クビ 14．2

711 ドリームピース 牡5栗 60 横山 義行セゾンレースホース� 松山 康久 安平 追分ファーム 490＋ 53：25．3大差 22．9�
814 テイエムクロジシ 牡4青 59 田村 太雅竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 472＋ 43：25．51� 145．5�
34 タイキサクセション 牡4栗 59 五十嵐雄祐大樹ファーム 浅野洋一郎 大樹 大樹ファーム 422＋10 〃 クビ 68．4�
45 クラウンアトラス �4黒鹿59 石神 深一�クラウン 田島 俊明 新冠 カミイスタット 468－ 63：25．6クビ 109．8�
57 ノエルキャロル �4鹿 59 金子 光希吉田 勝己氏 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 458－ 23：25．92 43．1�
69 テンジンキヨモリ 牡4青鹿59 草野 太郎白井 岳氏 矢野 照正 浦河 赤田牧場 500＋ 23：26．96 21．8�
11 � クリノタイコウ 牡5鹿 60 高野 和馬栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 中村 雅明 454＋ 23：27．11� 147．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 11，003，200円 複勝： 17，147，100円 枠連： 6，710，500円
馬連： 18，421，600円 馬単： 14，946，700円 ワイド： 10，937，300円
3連複： 30，250，600円 3連単： 53，467，300円 計： 162，884，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 120円 � 170円 枠 連（3－5） 300円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 150円 �� 270円 �� 340円

3 連 複 ��� 640円 3 連 単 ��� 1，590円

票 数

単勝票数 計 110032 的中 � 37540（1番人気）
複勝票数 計 171471 的中 � 50316（1番人気）� 44236（2番人気）� 18568（3番人気）
枠連票数 計 67105 的中 （3－5） 17044（1番人気）
馬連票数 計 184216 的中 �� 43867（1番人気）
馬単票数 計 149467 的中 �� 19836（1番人気）
ワイド票数 計 109373 的中 �� 23912（1番人気）�� 8901（2番人気）�� 6501（3番人気）
3連複票数 計 302506 的中 ��� 35133（1番人気）
3連単票数 計 534673 的中 ��� 24959（1番人気）
上り 1マイル 1：46．0 4F 51．1－3F 38．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マーリンシチー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2008．7．20 新潟14着

2006．4．12生 牡8鹿 母 ナンバーワンシチー 母母 ヘップバーンシチー 障害：3戦1勝 賞金 11，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時20分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 エイシンオスマン号・トーセンシーザー号・リネンハウス号



02005 1月18日 晴 良 （26中京1）第1日 第5競走 ��3，330�サラブレッド系障害4歳以上
発走12時05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400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� コースレコード なし

67 ケイアイドウソジン 牡8鹿 60 江田 勇亮亀田 和弘氏 田村 康仁 新冠 村田牧場 504± 03：40．7 基準タイム 2．7�
22 � エーシンジーライン 牡9黒鹿60 西谷 誠�栄進堂 坂口 正則 米 Winches-

ter Farm 504－ 23：41．01� 5．6�
55 ドリームチャージ 牡5鹿 60 難波 剛健青山 洋一氏 村山 明 日高 野島牧場 468＋18 〃 クビ 10．7�
68 � トーセンタイガー 牡6鹿 60 山本 康志島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B544± 03：41．42	 16．5�
33 タニノマンボ 牡4鹿 59 北沢 伸也谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 482＋ 43：41．71� 7．7	
811 ワンダーエレメント 牝6鹿 58 植野 貴也山本 信行氏 牧田 和弥 浦河 小柳牧場 488＋ 63：42．44 80．0

812� パリスブルー 牝7黒鹿58 草野 太郎 �ブルーマネジメント星野 忍 新冠 川上牧場 450－ 83：42．61
 78．9�
44 � ウォークラウン 牡8鹿 60 林 満明加藤 守氏 中竹 和也 米 Carl Rosen

Associates 510－ 23：43．34 24．9�
56 � セイカペガサス 牡7黒鹿60 大江原 圭久米 大氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 496＋163：43．51
 24．6
79 マンノプロジェクト 牡5鹿 60

57 ▲森 一馬萬野 順啓氏 松元 茂樹 新冠 若林牧場 494＋123：43．71	 15．9�
710 メイショウゾウセン 牡6黒鹿60 熊沢 重文松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 474＋ 23：44．01� 5．7�
11 サウンドアフリート 牡5栗 60 田村 太雅増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 三石橋本牧場 460－ 2 （競走中止） 12．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 12，234，900円 複勝： 19，007，700円 枠連： 6，664，000円
馬連： 20，818，400円 馬単： 15，305，100円 ワイド： 11，923，200円
3連複： 33，163，500円 3連単： 57，457，300円 計： 176，574，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 180円 � 240円 枠 連（2－6） 690円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 320円 �� 550円 �� 720円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ��� 5，670円

票 数

単勝票数 計 122349 的中 � 36322（1番人気）
複勝票数 計 190077 的中 � 55238（1番人気）� 26536（3番人気）� 16291（5番人気）
枠連票数 計 66640 的中 （2－6） 7220（2番人気）
馬連票数 計 208184 的中 �� 21728（1番人気）
馬単票数 計 153051 的中 �� 9521（1番人気）
ワイド票数 計 119232 的中 �� 10387（1番人気）�� 5224（5番人気）�� 3827（8番人気）
3連複票数 計 331635 的中 ��� 14251（2番人気）
3連単票数 計 574573 的中 ��� 7489（4番人気）
上り 1マイル 1：44．9 4F 51．1－3F 38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ケイアイドウソジン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Cutlass デビュー 2008．11．23 京都3着

2006．4．12生 牡8鹿 母 ブリーダーズフライト 母母 Flight 障害：2戦2勝 賞金 19，000，000円
〔競走中止〕 サウンドアフリート号は，2周目5号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。

02006 1月18日 晴 良 （26中京1）第1日 第6競走 ��2，200�サラブレッド系3歳
発走12時40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
2：11．5
2：10．0

良
良

11 レイズアスピリット 牡3青 56 丸山 元気 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 464－ 62：16．5 11．9�
47 ローレルトルネード 牡3栗 56

54 △藤懸 貴志 �ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 前田牧場 484＋ 62：16．71� 3．1�
12 ウインステージ 牝3栗 54 黛 弘人�ウイン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 374－ 82：16．91� 36．9�
36 オ ミ キ 牡3鹿 56 古川 吉洋幅田 昌伸氏 宮 徹 平取 スガタ牧場 466－ 8 〃 クビ 9．8�
24 アバンダンティア 牝3鹿 54 秋山真一郎永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 516＋102：17．22 7．2	
715 ウインミラグロス 牡3栗 56 吉田 隼人�ウイン 黒岩 陽一 むかわ ヤマイチ牧場 462－ 42：17．3クビ 13．1

59 ロブロイクリス 牡3栗 56 村田 一誠飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 B464± 02：17．61� 181．5�
612 スカイゴールド 牡3栗 56 松山 弘平橋元 勇氣氏 野中 賢二 浦河 笠松牧場 466－ 42：17．92 4．9�
816 パルファイア 牡3栗 56 荻野 琢真 �フジワラ・ファーム 石毛 善彦 新ひだか 西川富岡牧場 466－ 42：18．11� 245．3
611 マイネグリンダ 牝3栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 424－ 4 〃 クビ 105．5�
35 ウインバレリーナ 牝3鹿 54

53 ☆菱田 裕二�ウイン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 406－ 42：18．2� 36．9�
817 ブレイズゴールド 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �キャロットファーム 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 498＋14 〃 ハナ 13．8�
510 デルマチエチャン 牝3栗 54 菅原 隆一浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 日高 ファニーヒルファーム 428－ 22：18．3クビ 264．5�
714 カンタベリーツルギ 牡3鹿 56

54 △杉原 誠人峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 430± 0 〃 クビ 59．8�
713 ユキノプリンス 牡3黒鹿56 勝浦 正樹井上 基之氏 小野 次郎 新ひだか 服部 牧場 448－ 62：18．61� 12．5�
23 ショウナンガラシャ 牝3栗 54 松田 大作国本 哲秀氏 北出 成人 新ひだか 静内フアーム 450－102：18．7クビ 12．5�
48 ブラックグランデ 牡3黒鹿56 高倉 稜大河 裕之氏 的場 均 日高 中川 欽一 462＋ 22：19．23 242．7�
818 ティーパンサー 牡3栗 56 上村 洋行深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 イーストファーム 442－ 82：20．26 203．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 14，163，200円 複勝： 23，971，600円 枠連： 9，093，800円
馬連： 23，927，600円 馬単： 16，861，400円 ワイド： 15，353，300円
3連複： 35，406，400円 3連単： 53，812，400円 計： 192，589，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 340円 � 170円 � 940円 枠 連（1－4） 1，330円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 3，140円

ワ イ ド �� 700円 �� 7，510円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 28，620円 3 連 単 ��� 152，750円

票 数

単勝票数 計 141632 的中 � 9448（5番人気）
複勝票数 計 239716 的中 � 17259（5番人気）� 51004（1番人気）� 5218（11番人気）
枠連票数 計 90938 的中 （1－4） 5076（7番人気）
馬連票数 計 239276 的中 �� 10831（4番人気）
馬単票数 計 168614 的中 �� 3971（8番人気）
ワイド票数 計 153533 的中 �� 5736（4番人気）�� 480（58番人気）�� 2275（21番人気）
3連複票数 計 354064 的中 ��� 913（84番人気）
3連単票数 計 538124 的中 ��� 260（493番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―12．3―13．8―13．4―12．6―12．3―12．1―12．3―11．3―11．9

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―36．8―50．6―1：04．0―1：16．6―1：28．9―1：41．0―1：53．3―2：04．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．5
1
3
1，6（2，7）5（4，10）8（11，15）12（3，17，18）13（9，16）14
1，6，7，2，15，10（5，4）（8，12）（11，18）（3，17，13）（9，16）14

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

勝馬の
紹 介

レイズアスピリット �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2013．9．1 新潟5着

2011．4．20生 牡3青 母 ミラクルレイザー 母母 ジェイズミラクル 3戦1勝 賞金 5，700，000円
〔騎手変更〕 カンタベリーツルギ号の騎手田中博康は，病気のため杉原誠人に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 シゲルヒダカ号・ヤマニンジュニパー号
（非抽選馬） 3頭 アタリクジ号・グロリアスヴァレー号・ミュゼエクスプレス号



02007 1月18日 晴 良 （26中京1）第1日 第7競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時10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 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

33 スリーアフロディテ 牝5鹿 55
52 ▲森 一馬永井商事� 須貝 尚介 むかわ 新井牧場 B490－ 61：53．8 2．8�

812� パラティーノ 牡5黒鹿 57
56 ☆中井 裕二村野 康司氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 524＋ 41：54．54 14．3�

710 ボストンリョウマ 牡6青鹿57 伊藤 工真ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 484＋ 41：54．82 11．9�
67 リンガスクリフ 牡6栗 57

55 △杉原 誠人伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 508＋ 61：54．9� 12．2�
11 ブロードスター �4鹿 56

53 ▲原田 敬伍安原 浩司氏 �島 一歩 浦河 バンブー牧場 498＋ 41：55．0� 6．7�
79 メイスンウォー 牡4鹿 56

53 ▲長岡 禎仁梅村 浩氏 小島 茂之 平取（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474＋161：55．1クビ 20．3	

44 キングスクルーザー 牡4鹿 56
54 △藤懸 貴志有限会社シルク平田 修 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 456－ 2 〃 クビ 3．5


55 ブリスコーラ 牡5鹿 57
54 ▲城戸 義政山口 正行氏 千田 輝彦 日高 長谷川 一男 532＋ 81：55．52� 9．6�

56 ドラグレスク 牡4鹿 56
53 ▲伴 啓太村上 憲政氏 本田 優 日高 荒井ファーム 528＋ 41：56．24 48．9�

22 テイエムエビスオー 牡6鹿 57 田中 健竹園 正繼氏 鹿戸 明 浦河 馬道 繁樹 510± 01：56．73 212．6
68 ステップアヘッド 牡5鹿 57 西村 太一松岡 謙氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 532＋241：57．02 27．5�
811 マコトビジャーチ 牝4栗 54

53 ☆菱田 裕二�ディアマント �島 一歩 日高 碧雲牧場 426－ 82：00．8大差 86．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 13，648，400円 複勝： 24，809，000円 枠連： 6，181，600円
馬連： 24，693，100円 馬単： 17，896，500円 ワイド： 13，700，200円
3連複： 35，295，500円 3連単： 63，357，700円 計： 199，582，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 340円 � 300円 枠 連（3－8） 1，820円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 2，720円

ワ イ ド �� 630円 �� 610円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 5，630円 3 連 単 ��� 22，020円

票 数

単勝票数 計 136484 的中 � 39162（1番人気）
複勝票数 計 248090 的中 � 57296（2番人気）� 16099（7番人気）� 19210（6番人気）
枠連票数 計 61816 的中 （3－8） 2509（9番人気）
馬連票数 計 246931 的中 �� 9826（7番人気）
馬単票数 計 178965 的中 �� 4864（8番人気）
ワイド票数 計 137002 的中 �� 5584（8番人気）�� 5790（7番人気）�� 1549（26番人気）
3連複票数 計 352955 的中 ��� 4630（21番人気）
3連単票数 計 633577 的中 ��� 2124（66番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―13．5―13．5―13．0―12．5―12．5―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―37．3―50．8―1：03．8―1：16．3―1：28．8―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．5
1
3
6，3－9（1，4）10，11，5，12，7－（2，8）・（6，3）9（1，4）11，10（7，12）5－（8，2）

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

勝馬の
紹 介

スリーアフロディテ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2011．10．8 京都4着

2009．4．15生 牝5鹿 母 アイライクスズカ 母母 アイシングスズカ 22戦3勝 賞金 51，034，000円
〔騎手変更〕 ボストンリョウマ号の騎手岩崎翼は，病気のため伊藤工真に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マコトビジャーチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年2月18日まで平地

競走に出走できない。

02008 1月18日 晴 良 （26中京1）第1日 第8競走 ��1，200�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 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
1：08．0
1：06．5

良
良

11 アドマイヤサブリナ 牝4芦 54 丸山 元気近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 442＋201：08．8 18．4�
36 アグネスハビット 牡5黒鹿 57

56 ☆菱田 裕二渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 472＋ 6 〃 ハナ 4．0�
23 サチノリーダース 牡4青鹿56 熊沢 重文佐藤 幸彦氏 服部 利之 新冠 競優牧場 452＋ 81：08．9� 23．3�
12 ヤマニンボンプアン 牝6鹿 55

52 ▲森 一馬土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 496＋10 〃 ハナ 21．1�
611 トランドネージュ 牝5栗 55 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム 494＋ 21：09．0� 6．4�
715 モンマックス 牡4鹿 56 藤岡 康太�和田牧場 和田 正道 浦河 川越ファーム 528＋ 81：09．21� 5．2	
59 ネオザミスティック 牝6黒鹿 55

53 △藤懸 貴志小林 仁幸氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 456－ 81：09．3� 202．4

24 マジカルビアンカ 牝4芦 54

51 ▲伴 啓太村上 憲政氏 本田 優 新冠 村上 雅規 440＋121：09．4� 92．5�
510 エーシンショーモン 牡4黒鹿56 中舘 英二�栄進堂 北出 成人 新ひだか 松本牧場 534＋18 〃 アタマ 50．0
612 バ コ パ 牡5栗 57 藤岡 佑介畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 486＋ 21：09．5� 16．4�
816 トウカイメリー 牝5青鹿 55

52 ▲城戸 義政内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 444＋ 21：09．6クビ 4．0�
818 リ シ ェ ス 牝4芦 54 高倉 稜原 	子氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 444＋ 8 〃 アタマ 54．5�
714 イントゥザブルー 牡5鹿 57 松田 大作木村 直樹氏 昆 貢 新冠 村田牧場 496＋ 21：09．7� 13．0�
35 
 エーシンラピッド 牝4鹿 54 大庭 和弥グリーンスウォード嶋田 潤 浦河 栄進牧場 430－ 91：09．91� 106．7�
817 メイショウセトウチ �6鹿 57 村田 一誠松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 磯野牧場 450－ 2 〃 クビ 68．1�
48 ヨドノグレイス 牝5鹿 55 川須 栄彦海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 440＋ 81：10．0� 24．7�
713 アグネスアンジュ 牝6栗 55

53 △杉原 誠人渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 474＋ 41：10．32 293．0�
47 ヤマニンネレイス 牝5栗 55

54 ☆中井 裕二土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 474＋16 〃 アタマ 120．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 16，951，100円 複勝： 27，252，300円 枠連： 10，440，000円
馬連： 29，081，000円 馬単： 18，455，300円 ワイド： 15，811，800円
3連複： 42，812，600円 3連単： 70，215，400円 計： 231，019，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，840円 複 勝 � 540円 � 220円 � 580円 枠 連（1－3） 2，000円

馬 連 �� 3，700円 馬 単 �� 8，230円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 2，890円 �� 1，950円

3 連 複 ��� 17，360円 3 連 単 ��� 108，640円

票 数

単勝票数 計 169511 的中 � 7265（7番人気）
複勝票数 計 272523 的中 � 12114（7番人気）� 38943（2番人気）� 11280（8番人気）
枠連票数 計 104400 的中 （1－3） 3857（8番人気）
馬連票数 計 290810 的中 �� 5806（10番人気）
馬単票数 計 184553 的中 �� 1655（29番人気）
ワイド票数 計 158118 的中 �� 3197（11番人気）�� 1328（35番人気）�� 1988（23番人気）
3連複票数 計 428126 的中 ��� 1821（51番人気）
3連単票数 計 702154 的中 ��� 477（334番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．5―11．6―11．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．1―45．7―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F34．7
3 2（6，7）（1，10）（3，8）－（9，14，18）（15，17）（4，11，16）13，12，5 4 2（6，7）（3，1，10）（9，8）（14，18）（15，17）（4，11，16）12，13，5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤサブリナ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．8．26 札幌2着

2010．2．11生 牝4芦 母 ツィンクルヴェール 母母 ツィンクルブライド 7戦2勝 賞金 17，000，000円
〔騎手変更〕 アグネスアンジュ号の騎手岩崎翼は，病気のため杉原誠人に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アルマシャウラ号・スマートジュメイラ号・トウシンヴィーナス号



02009 1月18日 晴 良 （26中京1）第1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 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� 基準タイム

中央レコード
1：58．2
1：53．7

重
不良

58 メイショウブシドウ 牡5青鹿57 高田 潤松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 464＋102：01．9 6．3�
33 シルクラングレー 牡5栗 57 川須 栄彦有限会社シルク友道 康夫 日高 ファニーヒルファーム B498－ 22：02．0� 1．7�
11 メイショウシャイン 牡7鹿 57

55 △藤懸 貴志松本 好雄氏 佐山 優 浦河 林 孝輝 472± 02：02．1	 16．8�
69 ゴッドフロアー 牝4鹿 54 丸山 元気広尾レース� 松永 幹夫 大樹 大樹ファーム 496－ 22：02．2クビ 8．7�
712 ヤマニンミミック 牝6黒鹿55 柴山 雄一土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 490＋ 42：02．62� 207．9�
34 ク ラ ベ ス 牝6黒鹿55 平野 優下河	行雄氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 484－ 62：02．81� 51．1

814 スペキュレイター 牡4鹿 56 松田 大作加藤 千豊氏 木原 一良 新冠 ラツキー牧場 488＋ 82：03．0	 7．6�
813 クレアトーレ 
4青鹿56 松山 弘平深見 富朗氏 五十嵐忠男 浦河 福岡 光夫 B474＋ 8 〃 ハナ 35．8�
45 バロンミノル 牡4黒鹿 56

55 ☆菱田 裕二吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 488－ 22：03．31	 29．0
57 � ナンヨーヤシマ 牡5青鹿57 西村 太一中村 德也氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 526＋ 2 〃 クビ 133．7�
711 アイアムライジング 牡4黒鹿56 中舘 英二堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B526－ 62：03．4� 16．6�
610 ステアトゥヘヴン 
5鹿 57 勝浦 正樹 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 514＋ 62：03．5� 39．7�
46 � ウエストソング 牡4芦 56 高倉 稜加藤 守氏 中竹 和也 米 Pegasus

Farms, Ltd. 506＋192：03．6	 178．8�
22 コスモマスタング 牡6黒鹿57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 490－102：04．45 141．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，914，700円 複勝： 53，989，700円 枠連： 8，844，600円
馬連： 32，689，600円 馬単： 27，542，700円 ワイド： 17，324，000円
3連複： 49，067，100円 3連単： 106，639，200円 計： 317，011，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 180円 � 110円 � 240円 枠 連（3－5） 470円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 270円 �� 920円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，770円 3 連 単 ��� 11，020円

票 数

単勝票数 計 209147 的中 � 26530（2番人気）
複勝票数 計 539897 的中 � 42107（2番人気）� 334691（1番人気）� 26189（5番人気）
枠連票数 計 88446 的中 （3－5） 13938（2番人気）
馬連票数 計 326896 的中 �� 48277（1番人気）
馬単票数 計 275427 的中 �� 13067（6番人気）
ワイド票数 計 173240 的中 �� 18158（1番人気）�� 4032（12番人気）�� 12793（4番人気）
3連複票数 計 490671 的中 ��� 20477（5番人気）
3連単票数 計1066392 的中 ��� 7144（28番人気）

ハロンタイム 7．0―11．6―11．5―13．7―13．4―13．3―12．8―13．4―12．4―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―18．6―30．1―43．8―57．2―1：10．5―1：23．3―1：36．7―1：49．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウブシドウ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Creek デビュー 2011．8．14 小倉4着

2009．2．16生 牡5青鹿 母 スイートストームクリーク 母母 Miss Angel Too 15戦3勝 賞金 20，250，000円
〔騎手変更〕 バロンミノル号の騎手岩崎翼は，病気のため菱田裕二に変更。

02010 1月18日 晴 良 （26中京1）第1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 8，700，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 870，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

33 カレンマタドール 牡3鹿 56 勝浦 正樹鈴木 隆司氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B502－ 41：25．7 4．6�
711 ク ー ゲ ル 牡3栗 56 酒井 学幅田 昌伸氏 加用 正 浦河 岡本牧場 514＋ 41：25．8� 1．8�
710 サ ン シ カ ゴ 牡3栗 56 秋山真一郎加藤 信之氏 田所 秀孝 日高 加藤ステーブル 476－ 61：25．9� 7．9�
68 キタサンウンゲツ 牡3鹿 56 川須 栄彦�大野商事 橋口弘次郎 新ひだか 木田 祐博 502－ 2 〃 ハナ 10．5�
11 コパノハリー 牡3栗 56 上村 洋行小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 佐竹 学 450－101：26．0クビ 35．8�
57 ナムラユキヒメ 牝3栗 54 松田 大作奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 漆原 哲雄 418－ 6 〃 クビ 43．7	
69 	 コパノサムタイム 牡3鹿 56 高倉 稜小林 祥晃氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 434－ 21：26．1クビ 170．2

45 チョウテッパン 牡3栗 56 吉田 隼人丸山 隆雄氏 日吉 正和 新冠 武田牧場 488± 0 〃 ハナ 32．5�
44 プリサイスエース 牡3栗 56 柴山 雄一井山 登氏 矢野 照正 新冠 芳住 鉄兵 476－101：26．31 17．2�
22 
 ナンチンノン 牡3栗 56 中舘 英二加藤 誠氏 中竹 和也 米 Henrietta K.

Alexander 502± 0 〃 クビ 11．8
56 グランベラミ 牝3鹿 54 丸山 元気飯田 訓大氏 森 秀行 日高 三城牧場 440＋ 21：26．51� 119．6�
812 ブラボーランサー 牡3鹿 56 西田雄一郎田畑 富子氏 梅田 康雄 新ひだか 井高牧場 514－101：28．09 73．8�
813� ワンダフルタイム 牝3栗 54 大畑 雅章合同会社JPN技研 山中 輝久 新ひだか グランド牧場 436－ 7 〃 ハナ 279．2�

（笠松） （愛知）

（13頭）

売 得 金
単勝： 29，328，600円 複勝： 47，857，800円 枠連： 12，139，100円
馬連： 47，618，800円 馬単： 32，879，800円 ワイド： 23，826，900円
3連複： 65，435，800円 3連単： 135，655，500円 計： 394，742，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 150円 � 110円 � 220円 枠 連（3－7） 340円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 210円 �� 650円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 4，970円

票 数

単勝票数 計 293286 的中 � 50704（2番人気）
複勝票数 計 478578 的中 � 67119（2番人気）� 199764（1番人気）� 37221（5番人気）
枠連票数 計 121391 的中 （3－7） 26505（1番人気）
馬連票数 計 476188 的中 �� 81262（1番人気）
馬単票数 計 328798 的中 �� 21880（3番人気）
ワイド票数 計 238269 的中 �� 32368（1番人気）�� 7630（7番人気）�� 20606（2番人気）
3連複票数 計 654358 的中 ��� 44971（2番人気）
3連単票数 計1356555 的中 ��� 20183（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．1―47．4―1：00．1―1：12．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カレンマタドール �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Indygo Shiner デビュー 2013．6．2 東京5着

2011．1．30生 牡3鹿 母 ラシャルマンテ 母母 La Magie 3戦2勝 賞金 14，687，000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。



02011 1月18日 晴 良 （26中京1）第1日 第11競走 ��2，000�
こ い じ が は ま

恋 路 ケ 浜 特 別
発走15時25分 （芝・左）

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

本 賞 12，900，000円 5，200，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，290，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．6
1：56．1

良
良

33 カ ノ ン 牝4鹿 54 高倉 稜 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 462＋ 22：01．8 11．2�

44 � コモノドラゴン 牡6栗 57 秋山真一郎永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 480＋102：01．9� 8．9�
810 ヒロノプリンス 牡4鹿 56 藤岡 康太サンエイ開発� 村山 明 日高 オリオンファーム 462－ 22：02．0� 3．9�
89 ダイワデッセー 牝5栗 55 中井 裕二大城 敬三氏 松田 国英 新ひだか フジワラフアーム 498－12 〃 クビ 13．9�
22 エ イ ン セ ル 牝4鹿 54 松田 大作吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 440＋ 82：02．21� 9．0�
77 ゴールドブライアン 牡6青鹿57 柴山 雄一杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 472＋ 82：02．62	 4．8	
11 カレンケカリーナ 牝4黒鹿54 勝浦 正樹鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 498± 02：02．7	 3．6

78 スリーロブロイ 牡5鹿 57 川須 栄彦永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 452＋ 6 〃 クビ 34．0�
55 ゼログラヴィティー 牡5黒鹿57 菱田 裕二吉田 勝己氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 476－ 22：02．91	 39．8�
66 タ マ ラ マ 
5黒鹿57 松山 弘平 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498＋ 22：03．0クビ 13．2
（10頭）

売 得 金
単勝： 30，236，100円 複勝： 50，335，900円 枠連： 17，219，100円
馬連： 89，553，100円 馬単： 52，622，600円 ワイド： 34，405，100円
3連複： 126，938，500円 3連単： 245，161，900円 計： 646，472，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 360円 � 250円 � 180円 枠 連（3－4） 4，500円

馬 連 �� 4，350円 馬 単 �� 9，790円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 950円 �� 520円

3 連 複 ��� 6，510円 3 連 単 ��� 58，810円

票 数

単勝票数 計 302361 的中 � 21366（6番人気）
複勝票数 計 503359 的中 � 32342（7番人気）� 54130（4番人気）� 85178（3番人気）
枠連票数 計 172191 的中 （3－4） 2827（20番人気）
馬連票数 計 895531 的中 �� 15196（20番人気）
馬単票数 計 526226 的中 �� 3969（43番人気）
ワイド票数 計 344051 的中 �� 6404（22番人気）�� 8809（14番人気）�� 17238（5番人気）
3連複票数 計1269385 的中 ��� 14392（27番人気）
3連単票数 計2451619 的中 ��� 3077（220番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―13．2―13．1―12．6―12．0―11．8―11．5―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．5―37．7―50．8―1：03．4―1：15．4―1：27．2―1：38．7―1：50．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カ ノ ン �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 メジロテイターン デビュー 2012．11．10 京都5着

2010．3．27生 牝4鹿 母 ピアノレッスン 母母 サングリーン 17戦3勝 賞金 36，998，000円

02012 1月18日 晴 良 （26中京1）第1日 第12競走 ��
��1，400�

し ょ う な い が わ

庄 内 川 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 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 440，000
440，000

円
円

付 加 賞 602，000円 172，000円 86，000円 � コースレコード
中央レコード

1：20．0
1：19．0

良
良

510 シンデレラボーイ 牡4鹿 56 中谷 雄太田畑 利彦氏 矢作 芳人 浦河 高昭牧場 494＋101：21．5 8．2�
48 キネオピューマ 牡5鹿 57 藤岡 佑介吉田 千津氏 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム 452－ 21：21．6� 3．8�
23 ウインスラッガー 牡5栗 57 秋山真一郎�ウイン 石坂 正 浦河 バンダム牧場 508＋ 81：21．7	 14．8�
59 コ リ ー ヌ 牝5鹿 55 藤岡 康太�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 464＋ 81：21．91	 8．2�
11 
 アスペンサミット 牝4鹿 53 杉原 誠人吉田 和美氏 高橋 文雅 豪 Mr B Hudson,

Mrs JA Hudson 472－ 8 〃 クビ 23．7�
611 アルトゥバン 牡6栗 57 中井 裕二	ターフ・スポート清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 506＋24 〃 同着 119．5

36 ハギノソフィア 牝4栗 54 吉田 隼人安岡美津子氏 �島 一歩 日高 天羽 禮治 450－161：22．0クビ 49．5�
715 インストアイベント 牡4栗 56 松田 大作 	社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 482＋ 4 〃 クビ 6．0�
35 サクラダムール 牡4鹿 56 勝浦 正樹�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 西村 和夫 480＋ 41：22．21� 6．3
24 スイートブライアー 牝5鹿 55 高倉 稜�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント 454＋ 4 〃 ハナ 127．1�
817 アドマイヤクーガー 牡6栗 57 丸山 元気近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋20 〃 ハナ 26．2�
816 エメラルドヴァレー 牝6青鹿55 菱田 裕二吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 428＋ 21：22．3クビ 19．2�
47 デルマビシャモン 牡5鹿 57 黛 弘人浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム B462＋ 61：22．4	 310．5�
818 エクスパーシヴ 牝4鹿 54 川須 栄彦前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 476－ 81：22．61 14．2�
713 ラインビューティー 牝4栗 54 伊藤 工真西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 472－ 6 〃 アタマ 98．1�
714 クリノサンタクルス 牡4鹿 56 村田 一誠栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 川島 良一 470－181：22．7	 202．3�
612 ハッピーアビラ 牝5鹿 55 松山 弘平馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 462－ 6 〃 クビ 10．4�
12 ピーエムヘクター 牡6鹿 57 柴山 雄一松山 毅氏 和田正一郎 安平 追分ファーム 492＋ 41：24．310 147．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，176，800円 複勝： 55，183，100円 枠連： 20，433，200円
馬連： 78，290，000円 馬単： 41，620，500円 ワイド： 36，781，500円
3連複： 110，732，700円 3連単： 185，868，900円 計： 559，086，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 290円 � 170円 � 370円 枠 連（4－5） 840円

馬 連 �� 2，440円 馬 単 �� 4，320円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 1，640円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 10，330円 3 連 単 ��� 58，880円

票 数

単勝票数 計 301768 的中 � 29238（4番人気）
複勝票数 計 551831 的中 � 46214（5番人気）� 106404（1番人気）� 33587（8番人気）
枠連票数 計 204332 的中 （4－5） 18043（1番人気）
馬連票数 計 782900 的中 �� 23774（8番人気）
馬単票数 計 416205 的中 �� 7118（14番人気）
ワイド票数 計 367815 的中 �� 9216（10番人気）�� 5440（23番人気）�� 8759（11番人気）
3連複票数 計1107327 的中 ��� 7918（35番人気）
3連単票数 計1858689 的中 ��� 2330（196番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．7―11．7―11．6―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．3―47．0―58．6―1：09．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F34．5
3 ・（6，7）9（1，4）（10，14）12（8，11）（5，15）18（2，13）17（3，16） 4 ・（6，7）9（1，4）（10，14）（8，12）11，15（2，5，18）（3，13）17，16

勝馬の
紹 介

シンデレラボーイ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 リンドシェーバー デビュー 2012．12．8 阪神1着

2010．1．28生 牡4鹿 母 ルスナイクリスティ 母母 タカノオーヒメ 6戦2勝 賞金 20，284，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 フォレストピア号
（非抽選馬） 8頭 アカネチャン号・エフティチャーミー号・エーデルシュタイン号・コスモリープリング号・ブライトチェリー号・

ベラベラ号・ライブリシュネル号・リアルフレア号



（26中京1）第1日 1月18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 176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

173，670，000円
2，080，000円
4，020，000円
1，630，000円
15，780，000円
61，730，000円
6，089，200円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
215，702，300円
397，401，600円
117，683，200円
425，788，600円
283，401，300円
216，719，700円
622，691，500円
1，118，901，200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 3，398，289，400円

総入場人員 9，059名 （有料入場人員 8，262名）
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