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02037 1月26日 曇 良 （26中京1）第4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）

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 ア レ ッ ト 牡3青 56 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 492＋ 21：13．5 3．0�

59 チ ャ ー マ ー 牡3青鹿56 M．ギュイヨン H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 490－ 21：13．6� 4．1�

（仏）

12 エキゾチックマター 牡3栗 56 武 豊西森 鶴氏 領家 政蔵 新ひだか 土田農場 482－ 61：13．91� 3．1�
714 カシノスティーヴ 牡3栗 56 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 青森 一山育成牧場 B494＋ 61：14．32� 135．6�
35 クラウンシンホニー 牝3鹿 54

53 ☆横山 和生�クラウン 小野 次郎 新冠 シンユウフアーム 474－101：14．4� 19．7�
24 シャイニングホープ 牡3栗 56 福永 祐一三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 484＋ 21：14．72 10．0	
11 ニシノチャステティ 牝3栗 54

53 ☆中井 裕二西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 452± 01：14．8� 21．4

713 マ イ カ イ 牝3鹿 54 黛 弘人橋口 博氏 高木 登 浦河 林 孝輝 428± 0 〃 アタマ 72．7�
23 ジ ラ ソ ー レ 牝3芦 54 勝浦 正樹畑佐 博氏 水野 貴広 新ひだか 出羽牧場 430－ 6 〃 ハナ 55．4�
815 キエレメムーチョ 牡3青鹿56 幸 英明吉田 勝己氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 472± 01：14．9� 19．2
48 メイショウナギサ 牝3栗 54 竹之下智昭松本 好雄氏 中村 均 様似 中脇 一幸 454＋ 21：15．11 174．3�
36 シゲルハリマ 牡3栗 56 松山 弘平森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 三石川上牧場 498－ 21：15．2クビ 41．6�
816 テイエムジャバラ 牝3栗 54 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 426－ 6 〃 ハナ 140．1�
612 メモリービビッド 牡3鹿 56 太宰 啓介�シンザンクラブ 柴田 光陽 浦河 谷川牧場 438± 0 〃 クビ 181．3�
510 アラバンサビコー 牝3鹿 54 中舘 英二大迫久美子氏 松山 康久 新冠 村上 欽哉 450－ 21：15．83� 87．9�
611 イソノシュンライ 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太磯野 俊雄氏 大橋 勇樹 様似 様似共栄牧場 448 ―1：18．5大差 295．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 13，663，000円 複勝： 25，882，900円 枠連： 7，049，700円
馬連： 27，622，900円 馬単： 20，761，800円 ワイド： 16，051，900円
3連複： 46，115，700円 3連単： 78，854，100円 計： 236，002，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 120円 � 120円 � 120円 枠 連（4－5） 490円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 180円 �� 200円 �� 230円

3 連 複 ��� 450円 3 連 単 ��� 2，170円

票 数

単勝票数 計 136630 的中 � 37077（1番人気）
複勝票数 計 258829 的中 � 61990（1番人気）� 58077（2番人気）� 54937（3番人気）
枠連票数 計 70497 的中 （4－5） 10820（2番人気）
馬連票数 計 276229 的中 �� 42039（2番人気）
馬単票数 計 207618 的中 �� 16468（2番人気）
ワイド票数 計 160519 的中 �� 24208（1番人気）�� 20800（2番人気）�� 16172（3番人気）
3連複票数 計 461157 的中 ��� 75803（1番人気）
3連単票数 計 788541 的中 ��� 26866（1番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．8―12．8―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．5―35．3―48．1―1：00．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．2
3 ・（2，7）10，9，14，4，6，15－5，16，13（3，12）－8－（1，11） 4 2，7（9，10）－（4，14）（6，15）5－（13，16）－（3，12）－8－1，11

勝馬の
紹 介

ア レ ッ ト �
�
父 コ マ ン ズ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．10．27 京都13着

2011．5．1生 牡3青 母 プリムローズレーン 母母 オ エ ノ セ ラ 4戦1勝 賞金 7，750，000円
〔発走状況〕 テイエムジャバラ号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イソノシュンライ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年2月26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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ウエスタンニンジャ号・テイエムスイテン号
（非抽選馬） 3頭 ヴェアリアスハート号・エスケイキング号・シュンブレイン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

02038 1月26日 曇 良 （26中京1）第4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）

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
1：49．4
1：47．8

良
重

816 ス ピ ナ ッ チ 牝3黒鹿54 川須 栄彦橋元 勇氣氏 高野 友和 浦河 谷川牧場 454＋ 21：56．8 3．3�
815 トーセンクラウド 牝3栗 54 岩田 康誠島川 �哉氏 大久保龍志 日高 有限会社 エ

スティファーム 472± 01：57．33 3．9�
24 デザートオブムーン 牝3黒鹿54 福永 祐一 �グリーンファーム畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 470－ 81：57．83 5．8�
714 パンズラビリンス 牝3鹿 54 M．ギュイヨン �社台レースホース角田 晃一 千歳 社台ファーム 430＋ 21：58．12 27．5	

（仏）

59 ディープリアン 牝3鹿 54 勝浦 正樹深見 敏男氏 水野 貴広 新ひだか 桜井牧場 468＋ 4 〃 ハナ 25．9

12 アイヅラブリー 牝3鹿 54 吉田 隼人真部 晴德氏 佐藤 吉勝 日高 ナカノファーム 454－ 81：58．31� 107．8�
713 ターゲットバスター 牝3青 54

51 ▲伴 啓太古川 嘉治氏 加藤 和宏 日高 豊洋牧場 456＋ 41：58．4� 668．5�
47 ステキステキ 牝3栗 54 松田 大作西村新一郎氏 和田 雄二 様似 猿倉牧場 450－ 21：58．5� 285．7
510 トラディション 牝3栗 54

53 ☆中井 裕二�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 488＋ 2 〃 ハナ 12．6�

48 コスモマンカイ 牝3黒鹿54 幸 英明 �ビッグレッドファーム 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 472＋ 21：58．81� 26．8�
611 スマートブルーム 牝3芦 54

51 ▲城戸 義政大川 徹氏 安達 昭夫 新ひだか 岡田スタツド 446± 01：59．01� 579．0�
612 スズカビーム 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁永井 啓弍氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 454＋101：59．1クビ 152．3�
35 グッドタイムロール 牝3栗 54 武 豊�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486－ 6 〃 クビ 5．6�
36 ジューンヴィエナ 牝3鹿 54 水口 優也吉川 潤氏 小原伊佐美 新ひだか 西村 和夫 422－ 41：59．31� 390．7�
23 バトルムーングロウ 牝3栗 54 太宰 啓介宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 乾 皆雄 484－ 41：59．93� 7．9�
11 アクアベール 牝3芦 54

53 ☆横山 和生ビジョンサラブレッドクラブ 尾形 和幸 新冠 富本 茂喜 414－ 62：02．7大差 175．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，457，100円 複勝： 28，842，900円 枠連： 10，110，700円
馬連： 27，854，200円 馬単： 19，292，800円 ワイド： 15，381，600円
3連複： 43，356，200円 3連単： 64，990，000円 計： 226，285，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 180円 � 140円 � 180円 枠 連（8－8） 680円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 310円 �� 500円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 4，760円

票 数

単勝票数 計 164571 的中 � 39835（1番人気）
複勝票数 計 288429 的中 � 39162（4番人気）� 63187（1番人気）� 40499（3番人気）
枠連票数 計 101107 的中 （8－8） 11060（3番人気）
馬連票数 計 278542 的中 �� 29720（1番人気）
馬単票数 計 192928 的中 �� 11052（1番人気）
ワイド票数 計 153816 的中 �� 12780（2番人気）�� 7153（5番人気）�� 12374（3番人気）
3連複票数 計 433562 的中 ��� 25316（3番人気）
3連単票数 計 649900 的中 ��� 10084（2番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―13．8―13．9―13．4―13．5―13．8―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―37．9―51．8―1：05．2―1：18．7―1：32．5―1：44．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ス ピ ナ ッ チ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Machiavellian デビュー 2013．6．30 中京9着

2011．3．31生 牝3黒鹿 母 オリジナルスピン 母母 Not Before Time 6戦1勝 賞金 7，500，000円
〔制裁〕 スピナッチ号の騎手川須栄彦は，1コーナーで内側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：9番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アクアベール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年2月26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 ケイウンヘブンズ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第１回 中京競馬 第４日



02039 1月26日 曇 良 （26中京1）第4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）

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
1：10．1
1：08．7

重
重

713 オーネットサクセス 牝4鹿 54 大下 智醍醐 伸之氏 森 秀行 新ひだか レースホース 450＋ 81：12．7 2．7�
59 レ デ ィ ー 牝4鹿 54 田中 健浅見 文子氏 浅見 秀一 新ひだか 中村 和夫 426－ 21：12．8� 5．1�
712 クリノトルネード 牡6栗 57

54 ▲山崎 亮誠栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 庫宝牧場 B488－ 4 〃 クビ 13．7�
11 キクノメテオ 牡4芦 56 小野寺祐太菊池 五郎氏 荒川 義之 浦河 丸村村下

ファーム 484－ 41：12．9クビ 16．3�
814 モリトブイコール �6栗 57

56 ☆横山 和生石橋 忠之氏 小桧山 悟 平取 スガタ牧場 480± 01：13．0� 13．1�
35 フジマサマキシム 牝4栗 54

51 ▲花田 大昂藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 484－ 21：13．1� 7．6�
611� スリーネイチャー 牝5黒鹿55 水口 優也永井商事	 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 454＋ 21：13．2� 38．7

610� ニュアージゲラン 牝5鹿 55

52 ▲長岡 禎仁白井 岳氏 大久保洋吉 日高 碧雲牧場 472＋12 〃 ハナ 24．4�
46 ニシノモンクス 牝4鹿 54

53 ☆中井 裕二西山 茂行氏 宮本 博 日高 メイプルファーム B444－ 2 〃 アタマ 5．0�
58 アップアンカー 牡4栗 56

55 ☆杉原 誠人加藤 守氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 514＋16 〃 クビ 31．0
23 スカイコンフォート 牡5青鹿57 伊藤 工真小林 久義氏 作田 誠二 浦河 荻伏三好フ

アーム B478＋101：13．62� 151．0�
47 � ストリートワイズ 牡5青 57

54 ▲原田 敬伍岡田 隆寛氏 小原伊佐美 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 506＋ 21：13．91� 94．5�

34 メイショウブリエ 牝4鹿 54
51 ▲伴 啓太松本 好雄氏 本田 優 浦河 松栄牧場 434＋ 61：14．0� 60．5�

815� タガノゴージャス 牝4鹿 54
51 ▲城戸 義政八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 422－ 21：14．63� 143．2�
22 ナーゴナーゴサユリ 牝5鹿 55 菅原 隆一石川美代子氏 清水 出美 新ひだか 原 フアーム 424－ 21：15．34 461．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 18，023，800円 複勝： 30，758，300円 枠連： 8，509，100円
馬連： 29，916，000円 馬単： 22，095，600円 ワイド： 18，549，100円
3連複： 48，823，300円 3連単： 73，535，600円 計： 250，210，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 180円 � 300円 枠 連（5－7） 480円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 270円 �� 490円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 2，690円 3 連 単 ��� 9，040円

票 数

単勝票数 計 180238 的中 � 54434（1番人気）
複勝票数 計 307583 的中 � 79331（1番人気）� 45153（3番人気）� 20474（7番人気）
枠連票数 計 85091 的中 （5－7） 13335（1番人気）
馬連票数 計 299160 的中 �� 34277（1番人気）
馬単票数 計 220956 的中 �� 15411（2番人気）
ワイド票数 計 185491 的中 �� 19470（1番人気）�� 9126（4番人気）�� 3053（19番人気）
3連複票数 計 488233 的中 ��� 13434（6番人気）
3連単票数 計 735356 的中 ��� 6009（10番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．8―12．4―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．5―35．3―47．7―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーネットサクセス �
�
父 アドマイヤボス �

�
母父 ナイスダンサー デビュー 2012．11．11 東京4着

2010．4．19生 牝4鹿 母 グローリタイアン 母母 ジヤンボタイアン 7戦1勝 賞金 15，700，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 ニシノモンクス号の騎手中井裕二は，4コーナーでの御法（鞭の使用）について戒告。

02040 1月26日 曇 良 （26中京1）第4日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時20分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000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

813� ピンクピアリス 牝6鹿 58 黒岩 悠池田 實氏 目野 哲也 新ひだか フジワラフアーム 488＋183：20．9 3．5�
33 エーシンホワイティ 牡7鹿 60 北沢 伸也�栄進堂 松元 茂樹 新ひだか 千代田牧場 524＋183：21．53� 3．8�
11 ニライジンク 牡5栗 60 熊沢 重文�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか 今 牧場 500＋ 63：22．03 5．5�
69 �� ウィッシングデュー 牝10黒鹿58 横山 義行中村 浩章氏 土田 稔 米 Hopewell In-

vestments LLC 504－103：22．32 9．9�
712 テイエムオペラドン 牡5鹿 60 中村 将之竹園 正繼氏 浜田多実雄 浦河 川越ファーム 474＋ 63：23．68 6．7	
711 マイティーアゲン 牝7鹿 58 上野 翔浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 川越牧場 454± 03：26．2大差 51．0

610� シャイニークラウン 牡5栗 60 平沢 健治小林 昌志氏 福島 信晴 平取 コアレススタッド 474＋103：26．41	 36．6�
34 � ショウナンワヒネ 牝5鹿 58 難波 剛健�湘南 梅田 智之 浦河 桑田牧場 494＋ 23：28．7大差 18．6�
45 フェートグランド 牡4鹿 59 草野 太郎 �社台レースホース武藤 善則 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋123：29．12� 20．9
58 � タツパーシヴ 牡7芦 60 田村 太雅日下部勝德氏 
島 一歩 米 Hokuyou

Farm 510＋143：29．3� 19．9�
46 � ユウミプリンセス 牝5栗 58 高野 和馬新井原 博氏 小桧山 悟 新冠 飛渡牧場 446＋263：29．4� 115．2�
57 � トゥイードルダム �4鹿 59 植野 貴也栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 日高大洋牧場 478＋ 8 〃 クビ 103．2�
22 オ ベ レ ッ ク 牡4鹿 59 石神 深一片山 博志氏 佐藤 吉勝 日高 日西牧場 470＋ 23：31．5大差 81．5�
814 タガノナパヴァレー �5黒鹿60 西谷 誠八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476± 0 （競走中止） 20．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 14，321，200円 複勝： 15，833，600円 枠連： 9，195，500円
馬連： 22，198，600円 馬単： 16，469，100円 ワイド： 11，849，100円
3連複： 35，873，500円 3連単： 53，321，800円 計： 179，062，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 150円 � 250円 枠 連（3－8） 450円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 300円 �� 480円 �� 530円

3 連 複 ��� 2，010円 3 連 単 ��� 6，280円

票 数

単勝票数 計 143212 的中 � 32647（1番人気）
複勝票数 計 158336 的中 � 35171（1番人気）� 30127（2番人気）� 13184（5番人気）
枠連票数 計 91955 的中 （3－8） 15308（1番人気）
馬連票数 計 221986 的中 �� 26824（1番人気）
馬単票数 計 164691 的中 �� 9105（2番人気）
ワイド票数 計 118491 的中 �� 10641（1番人気）�� 5947（2番人気）�� 5309（5番人気）
3連複票数 計 358735 的中 ��� 13199（2番人気）
3連単票数 計 533218 的中 ��� 6267（2番人気）
上り 1マイル 1：45．2 4F 51．8－3F 39．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ピンクピアリス �
�
父 サクラローレル �

�
母父 ロドリゴデトリアーノ

2008．4．10生 牝6鹿 母 ミキノピアリス 母母 フジノタカコマチ 障害：6戦1勝 賞金 14，100，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 タガノナパヴァレー号は，「テイエムオペラドン」号が外側に斜行した影響で，1周目1号障害〔ハードル〕の外側袖柵に触
れ，騎手が落馬したため競走中止。

〔制裁〕 テイエムオペラドン号の騎手中村将之は，1周目1号障害手前で外側に斜行したことについて平成26年2月1日から
平成26年2月9日まで騎乗停止。（被害馬：13番・14番）

※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 ヘリオスフィア号・リネンハウス号
（非抽選馬） 3頭 サルゴン号・ビッグフォンテン号・ポピュラーストック号



02041 1月26日 晴 良 （26中京1）第4日 第5競走 ��
��2，000�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
1：59．6
1：56．1

良
良

47 オカホンコー 牡3鹿 56 川須 栄彦小林 茂行氏 湯窪 幸雄 浦河 オンワード牧場 476± 02：03．7 7．2�
817 ダノンロンシャン 牡3芦 56 M．ギュイヨン�ダノックス 松田 国英 千歳 社台ファーム 462＋ 42：04．33� 10．2�

（仏）

510 ホッコータフネス 牡3鹿 56 幸 英明矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 468－ 22：04．51� 4．4�
23 ダンディーズムーン 牡3鹿 56 福永 祐一田島 大史氏 中村 均 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 22：04．92� 4．6�
24 アサクサイイヤツ 牡3鹿 56 柴山 雄一田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 474－ 8 〃 クビ 69．7�
713 タガノトッピー 牡3黒鹿56 酒井 学八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 490－ 42：05．0� 123．9	
816 ナイフリッジ 牡3栗 56

55 ☆横山 和生有限会社シルク古賀 史生 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466＋ 4 〃 ハナ 5．1


612 マイネルオプタ 牡3鹿 56 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田中 清隆 日高 オリオンファーム 470＋ 4 〃 ハナ 33．0�

48 サマーブリーズ 牡3黒鹿 56
53 ▲長岡 禎仁飯田 正剛氏 高橋 文雅 新ひだか 千代田牧場 454＋ 42：05．31	 408．7�

818 ア タ リ ク ジ 牡3鹿 56
55 ☆杉原 誠人小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 472± 02：05．4	 20．5

715 ウィナーウェイ 牝3栗 54 浜中 俊内田 滋三氏 村山 明 千歳 社台ファーム 472－ 42：05．61� 5．0�
12 ロ ゴ マ ー ク 牝3青鹿54 松田 大作市川 義美氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 446－16 〃 ハナ 30．5�
11 ヘヴンリーシチー 牝3青 54 丸山 元気 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 日高 幾千世牧場 416－ 6 〃 クビ 40．0�
36 ベルモントパープル 牡3栗 56 勝浦 正樹 �ベルモントファーム和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム 494－ 42：05．91	 386．0�
35 シゲルヒダカ 牡3黒鹿 56

53 ▲城戸 義政森中 蕃氏 小原伊佐美 新ひだか 武 牧場 504± 02：06．32� 351．7�
714 グロリアスヴァレー 牝3鹿 54 池添 謙一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか カントリー牧場 400＋ 42：06．51� 225．8�
611 セイカブレリア 牝3鹿 54 伊藤 工真久米 誠氏 土田 稔 日高 藤本 友則 428－142：06．71� 341．9�
59 ウインルゼル 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二�ウイン 飯田 雄三 新冠 松浦牧場 410－122：08．29 157．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 18，565，200円 複勝： 35，374，200円 枠連： 11，162，600円
馬連： 34，491，100円 馬単： 23，354，700円 ワイド： 19，606，200円
3連複： 54，921，800円 3連単： 82，302，800円 計： 279，778，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 250円 � 350円 � 190円 枠 連（4－8） 1，390円

馬 連 �� 3，670円 馬 単 �� 7，210円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 670円 �� 950円

3 連 複 ��� 5，800円 3 連 単 ��� 40，690円

票 数

単勝票数 計 185652 的中 � 20539（5番人気）
複勝票数 計 353742 的中 � 36758（5番人気）� 23355（6番人気）� 57641（2番人気）
枠連票数 計 111626 的中 （4－8） 5963（8番人気）
馬連票数 計 344911 的中 �� 6951（15番人気）
馬単票数 計 233547 的中 �� 2391（29番人気）
ワイド票数 計 196062 的中 �� 3796（15番人気）�� 7526（8番人気）�� 5068（12番人気）
3連複票数 計 549218 的中 ��� 6990（18番人気）
3連単票数 計 823028 的中 ��� 1493（118番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．9―36．8―49．7―1：02．6―1：15．3―1：27．9―1：40．2―1：51．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F35．8
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オカホンコー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．10．20 新潟4着

2011．3．24生 牡3鹿 母 オンワードサマンサ 母母 オンワードモニカ 5戦1勝 賞金 8，700，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ミュゼエクスプレス号・メイショウダンロ号
（非抽選馬） 5頭 アドマイヤランディ号・イタリアンフェッテ号・ウェーブゴールド号・コーリンジャヴロー号・スズカデヴィアス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

02042 1月26日 晴 良 （26中京1）第4日 第6競走 ��
��1，400�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
1：20．0
1：19．0

良
良

12 ア ラ フ ジ 牝3黒鹿 54
53 ☆中井 裕二�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 446 ―1：24．4 22．5�

818 ケイエスポーラ 牡3鹿 56 岩田 康誠キヨシサービス� 高橋 義忠 日高 高柳 隆男 482 ―1：24．5� 2．2�
59 カレンステイシー 牝3栗 54 浜中 俊鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 466 ―1：24．71� 4．3�
36 ハナズウェポン 牡3栗 56 松山 弘平M．タバート氏 加藤 和宏 新ひだか 畠山牧場 476 ―1：25．33	 12．4�
611 ケンブリッジベラ 牝3黒鹿54 柴山 雄一中西 宏彰氏 星野 忍 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 418 ― 〃 クビ 95．5	
35 スヴァラッシー 牝3青鹿 54

53 ☆杉原 誠人吉田 正志氏 矢作 芳人 安平 追分ファーム 456 ―1：25．4クビ 7．6

714 ハ ル ハ ル 牝3黒鹿54 中舘 英二﨑川美枝子氏 岡田 稲男 浦河 富田牧場 426 ―1：25．71� 18．6�
47 タイガーティアラ 牝3黒鹿54 熊沢 重文伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 442 ―1：25．8� 8．0�
816 ドナカンパニュラ 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁山田 貢一氏 高木 登 日高 中原牧場 420 ―1：26．22	 250．8
715 フジサンマーケット 牡3栗 56

55 ☆横山 和生藤田 秀行氏 高橋 祥泰 浦河トラストスリーファーム 436 ― 〃 ハナ 72．5�
510 エイシンスターズ 牡3栗 56 M．ギュイヨン�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 522 ―1：26．94 27．0�

（仏）

713 シエルエトワール 牝3鹿 54 吉田 隼人飯田 良枝氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 420 ―1：27．53	 43．9�
48 トウカイアイドル 牝3栗 54 酒井 学内村 正則氏 田所 秀孝 浦河 磯野牧場 424 ― 〃 クビ 154．7�
612 ディアエアム 牝3栗 54 勝浦 正樹ディアレスト 松永 康利 浦河 桑田フアーム 386 ―1：27．92	 208．3�
817 サキノヘイロー 牡3栗 56 水口 優也榊原 富夫氏 杉浦 宏昭 新ひだか 信田牧場 474 ― 〃 クビ 457．2�
23 ウエスタンサクラコ 牝3栗 54 四位 洋文西川 賢氏 古賀 史生 新ひだか ウエスタンファーム 454 ―1：28．11� 74．9�
24 デルマレレレノレ 牡3鹿 56 丸山 元気浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム 486 ―1：28．31	 102．6�
11 ハギノヘヴン 牝3黒鹿 54

51 ▲城戸 義政安岡美津子氏 松田 国英 浦河 大成牧場 416 ―1：28．61� 235．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 18，682，500円 複勝： 25，048，600円 枠連： 10，772，300円
馬連： 26，294，600円 馬単： 21，846，600円 ワイド： 14，606，600円
3連複： 38，493，600円 3連単： 67，186，000円 計： 222，930，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，250円 複 勝 � 360円 � 130円 � 160円 枠 連（1－8） 2，140円

馬 連 �� 2，020円 馬 単 �� 5，920円

ワ イ ド �� 840円 �� 1，350円 �� 290円

3 連 複 ��� 3，130円 3 連 単 ��� 36，220円

票 数

単勝票数 計 186825 的中 � 6564（7番人気）
複勝票数 計 250486 的中 � 12321（6番人気）� 71917（1番人気）� 44335（2番人気）
枠連票数 計 107723 的中 （1－8） 3727（10番人気）
馬連票数 計 262946 的中 �� 9612（7番人気）
馬単票数 計 218466 的中 �� 2726（19番人気）
ワイド票数 計 146066 的中 �� 4035（11番人気）�� 2423（16番人気）�� 14716（1番人気）
3連複票数 計 384936 的中 ��� 9103（7番人気）
3連単票数 計 671860 的中 ��� 1369（103番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．5―48．1―1：00．4―1：12．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ラ フ ジ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Seeking the Gold 初出走

2011．5．15生 牝3黒鹿 母 スプリングシティ 母母 Seattle Special 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の30頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）30頭 アテンション号・オンワードハンター号・クイックデピュティ号・クィーンオブロー号・クールアンジュ号・

サウススターマン号・サットー号・サンジェナーロ号・サーストンコラルド号・ジーズドリームス号・
スイフトフォンテン号・スリーヴェスタ号・セフティーエムアイ号・タマモテンカラット号・ダンツマンゴー号・
ハイリーカズマ号・ハッピーシード号・バトルフェイス号・ビジンノカガミ号・フェイトアゲン号・フジケンシン号・
プリモンディアル号・ブロンシェダーム号・マッチレスヒーロー号・ママアルパ号・メモリーファクト号・
モクレン号・モンシェル号・ヤマニンポミエ号・レッドレイチェル号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



02043 1月26日 晴 良 （26中京1）第4日 第7競走 ��2，000�サラブレッド系4歳以上
発走13時10分 （芝・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
1：59．6
1：56．1

良
良

710 カラフルブラッサム 牝4鹿 54 武 豊吉田 勝己氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 460－ 62：03．1 1．6�
813 マイネアルナイル 牝5青鹿 55

54 ☆中井 裕二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 484－ 62：03．2� 10．7�

57 レ ジ ー ナ 牝4栗 54 松田 大作 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 432＋ 22：03．3� 41．4�

22 アニマトゥール 牝4黒鹿54 岩田 康誠 �社台レースホース松田 博資 安平 追分ファーム 452± 02：03．4� 17．8�
711 リングネブラ 牝5黒鹿55 丸山 元気吉田 勝己氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 468＋ 22：03．5� 56．0	
56 メイショウグレア 牝4鹿 54 福永 祐一松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 408＋ 62：03．6� 8．5

812 レッドカチューシャ 牝4青鹿54 浜中 俊 �東京ホースレーシング 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 466± 02：04．02� 15．0�
11 カ ナ ル ナ ニ 牝4芦 54 勝浦 正樹 �社台レースホース鈴木 康弘 安平 追分ファーム 492＋ 62：04．1クビ 18．7�
44 センティナリー 牝4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 448－ 22：04．41� 6．5
45 ティンホイッスル 牝4黒鹿 54

53 ☆横山 和生 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 大西ファーム 452＋102：04．5クビ 78．7�
33 テワヒポウナム 牝4鹿 54 西田雄一郎�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 444＋ 62：04．6� 610．7�
69 カ ミ ー リ ア 牝4鹿 54 松山 弘平名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 488＋ 22：04．81 81．3�
68 � クリスチャンラヴ 牝6栗 55 吉田 隼人栗山 良子氏 土田 稔 日高 荒井ファーム 424－ 22：06．18 703．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 24，100，500円 複勝： 74，342，600円 枠連： 8，983，700円
馬連： 33，218，800円 馬単： 29，233，300円 ワイド： 18，719，800円
3連複： 47，605，700円 3連単： 108，411，100円 計： 344，615，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 220円 � 770円 枠 連（7－8） 360円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，000円 �� 2，490円

3 連 複 ��� 4，960円 3 連 単 ��� 11，680円

票 数

単勝票数 計 241005 的中 � 124276（1番人気）
複勝票数 計 743426 的中 � 472889（1番人気）� 46619（4番人気）� 9420（9番人気）
枠連票数 計 89837 的中 （7－8） 18535（2番人気）
馬連票数 計 332188 的中 �� 34831（3番人気）
馬単票数 計 292333 的中 �� 25703（3番人気）
ワイド票数 計 187198 的中 �� 20028（2番人気）�� 4299（11番人気）�� 1642（26番人気）
3連複票数 計 476057 的中 ��� 7094（17番人気）
3連単票数 計1084111 的中 ��� 6851（35番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．2―12．2―12．2―12．6―12．8―12．4―12．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．8―36．0―48．2―1：00．4―1：13．0―1：25．8―1：38．2―1：50．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カラフルブラッサム �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Thunder Gulch デビュー 2012．8．5 小倉1着

2010．3．30生 牝4鹿 母 トロピカルブラッサム 母母 Barbara Sue 10戦2勝 賞金 34，713，000円

02044 1月26日 晴 良 （26中京1）第4日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時40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

57 サンライズウェイ 牡4栗 56 福永 祐一松岡 隆雄氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 458± 01：54．1 1．7�
710 パーフェクトスコア 牡4青鹿56 浜中 俊 �キャロットファーム 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋14 〃 クビ 6．8�
813� ビーチブレイブ 牡4芦 56 松山 弘平谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム B502－ 41：54．41� 170．0�
812 シルクエルドール �5栗 57 丸山 元気有限会社シルク堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B506＋101：54．93 28．0�
69 デビルズハーツ 牡4鹿 56 四位 洋文安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 482－ 21：55．43 4．9�
711� エルヘイロー 牡6黒鹿57 吉田 隼人吉田 喬氏 二ノ宮敬宇 日高 髙橋 耀代 490＋ 61：55．61	 64．8	
33 タイガーシード 牡5黒鹿57 熊沢 重文伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 508＋ 41：55．81	 12．9

56 クオリティタイム �8鹿 57 太宰 啓介名古屋友豊� 小野 幸治 安平 ノーザンファーム 440－ 61：55．9クビ 66．3�
11 スタンドバイミー 牡5鹿 57 岩田 康誠石川 達絵氏 中竹 和也 新ひだか 藤原牧場 468－ 41：56．11	 18．1
22 マイネルガネーシャ 牡6栗 57 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 日高 今井牧場 518± 01：56．2	 43．9�
45 ローレルベロボーグ 牡4黒鹿56 幸 英明 �ローレルレーシング 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 502＋161：56．62	 19．4�
68 フューチャステップ 牡4鹿 56 川須 栄彦嶋田 賢氏 池江 泰寿 日高 シンコーファーム 468＋ 21：56．7� 108．4�
44 ジョウノバッカス 牡5栗 57 西田雄一郎小川 義勝氏 加藤 征弘 日高 三城牧場 512＋171：57．12	 167．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 24，700，000円 複勝： 48，441，900円 枠連： 7，954，800円
馬連： 35，871，900円 馬単： 28，602，800円 ワイド： 20，174，300円
3連複： 53，538，200円 3連単： 105，937，000円 計： 325，220，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 210円 � 1，320円 枠 連（5－7） 510円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 360円 �� 3，350円 �� 10，300円

3 連 複 ��� 19，910円 3 連 単 ��� 53，410円

票 数

単勝票数 計 247000 的中 � 120564（1番人気）
複勝票数 計 484419 的中 � 263202（1番人気）� 38669（3番人気）� 4201（11番人気）
枠連票数 計 79548 的中 （5－7） 11604（2番人気）
馬連票数 計 358719 的中 �� 40645（2番人気）
馬単票数 計 286028 的中 �� 24241（2番人気）
ワイド票数 計 201743 的中 �� 16207（3番人気）�� 1380（37番人気）�� 442（55番人気）
3連複票数 計 535382 的中 ��� 1985（54番人気）
3連単票数 計1059370 的中 ��� 1464（151番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―13．2―12．8―13．0―12．9―12．9―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．4―37．6―50．4―1：03．4―1：16．3―1：29．2―1：41．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サンライズウェイ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．11．25 京都3着

2010．3．14生 牡4栗 母 ア ル ウ ェ ン 母母 アドラーブル 14戦2勝 賞金 29，200，000円



02045 1月26日 晴 良 （26中京1）第4日 第9競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走14時15分 （芝・左）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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

36 クリノチョモランマ 牡4青鹿56 川須 栄彦栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 512＋101：22．9 36．8�
59 アルトゥバン 牡6栗 57

56 ☆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 500－ 6 〃 クビ 17．5�
611 ブライトチェリー 牝4芦 54 吉田 隼人 IHR 菊川 正達 新冠 山岡ファーム 460－ 2 〃 ハナ 3．6�
11 コ リ ー ヌ 牝5鹿 55 岩田 康誠�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 456－ 8 〃 ハナ 4．9�
23 ウインスラッガー 牡5栗 57 福永 祐一�ウイン 石坂 正 浦河 バンダム牧場 508± 01：23．0クビ 3．5	
612 デンコウリキ 牡4黒鹿56 松山 弘平田中 康弘氏 小野 幸治 様似 中脇 一幸 506＋22 〃 クビ 64．7

48 トウシンヴィーナス 牝4青鹿54 浜中 俊�サトー 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 420＋ 81：23．31� 32．7�
817 カ ケ ダ シ 牡4鹿 56 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 498＋ 2 〃 クビ 14．7�
815 ベアトリッツ 牝4鹿 54 松田 大作 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 424＋121：23．4クビ 12．5
816 ノ ー ブ リ ー 牡5鹿 57

54 ▲城戸 義政ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 468± 0 〃 アタマ 21．7�
24 プレイアップ 牝4鹿 54 伊藤 工真 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426－ 21：23．5クビ 101．4�
35 バクシンテイオー 牡5鹿 57 丸山 元気林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 474＋12 〃 クビ 9．8�
47 � アカネチャン 牝5鹿 55 竹之下智昭泉 一郎氏 西橋 豊治 新ひだか 坂本牧場 446± 01：23．81� 190．6�
714 コスモリープリング 牝4鹿 54 M．ギュイヨン �ビッグレッドファーム 古賀 慎明 新ひだか へいはた牧場 502＋ 2 〃 クビ 34．4�

（仏）

510 ツキノウサギ 牝4鹿 54 中谷 雄太飯田 政子氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 440± 01：23．9クビ 281．0�
713� スマートジュメイラ 牝4鹿 54

51 ▲伴 啓太大川 徹氏 的場 均 日高 いとう牧場 B504＋ 21：24．0� 540．3�
12 トクラットリバー 牝4黒鹿54 幸 英明吉田 勝己氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 482＋221：24．42� 77．6�

（17頭）

売 得 金
単勝： 24，063，000円 複勝： 40，430，000円 枠連： 14，679，700円
馬連： 51，035，300円 馬単： 33，573，400円 ワイド： 27，158，100円
3連複： 76，493，800円 3連単： 125，545，300円 計： 392，978，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，680円 複 勝 � 800円 � 400円 � 170円 枠 連（3－5） 5，870円

馬 連 �� 29，830円 馬 単 �� 58，030円

ワ イ ド �� 6，170円 �� 2，230円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 28，940円 3 連 単 ��� 291，360円

票 数

単勝票数 計 240630 的中 � 5164（11番人気）
複勝票数 計 404300 的中 � 10775（9番人気）� 24457（7番人気）� 81501（1番人気）
枠連票数 計 146797 的中 （3－5） 1848（18番人気）
馬連票数 計 510353 的中 �� 1263（56番人気）
馬単票数 計 335734 的中 �� 427（108番人気）
ワイド票数 計 271581 的中 �� 1053（52番人気）�� 2980（25番人気）�� 6661（11番人気）
3連複票数 計 764938 的中 ��� 1951（86番人気）
3連単票数 計1255453 的中 ��� 318（707番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．3―47．2―59．1―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリノチョモランマ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 サクラダイオー デビュー 2012．6．9 函館5着

2010．3．22生 牡4青鹿 母 ミサスピード 母母 サクラソフテイー 10戦2勝 賞金 23，293，000円
〔制裁〕 クリノチョモランマ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）について戒告。
※出走取消馬 アードバーク号（疾病〔右前球節炎〕のため）
※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 モエレプレジデント号・ライブリシュネル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

02046 1月26日 晴 良 （26中京1）第4日 第10競走 ��
��1，600�

に し お

西 尾 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 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

23 � メイショウインロウ 牡5栗 57 武 豊松本 好雄氏 中村 均 日高 日西牧場 518－ 41：36．3 22．2�
35 タガノリバレンス 牡5鹿 57 酒井 学八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 484＋ 41：36．4ハナ＋	 10．8�
59 ダイナミックウオー 牡4黒鹿56 福永 祐一小川 勲氏 目野 哲也 浦河 駿河牧場 508－ 2 （降着） 5．7�
816� シークレットベース 牝6鹿 55 柴山 雄一山口 春夫氏 和田正一郎 日高 旭 牧場 454＋ 61：36．61
 55．0�
47 フ ァ ー ゴ 牝5栗 55 伊藤 工真吉田 勝己氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 426＋ 8 〃 クビ 15．3�
510 クロイゼリンチャン 牝4鹿 54 勝浦 正樹 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 北田 剛 434± 0 〃 アタマ 18．4�
611 アドマイヤライン 牡4青鹿56 岩田 康誠近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 448＋ 2 〃 アタマ 3．7	
714 カ ガ タ イ キ �6栗 57 幸 英明香川 憲次氏 谷 潔 日高 白井牧場 482＋ 41：36．92 73．4

11 ラヴネヴァーダイズ 牝4鹿 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 和田 雄二 千歳 社台ファーム 430＋121：37．11
 358．3�
48 ブレークビーツ 牡4鹿 56 四位 洋文吉田 照哉氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 456＋201：37．2� 26．3�
36 フェニーチェ 牝5鹿 55 川須 栄彦広尾レース 加藤 征弘 平取 坂東牧場 460－ 21：37．41
 9．8�
612 アイディドゥイット 牡4栗 56 中舘 英二前田 晋二氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484－ 6 〃 ハナ 62．6�
24 オリバーバローズ 牡4黒鹿56 西田雄一郎猪熊 広次氏 尾形 和幸 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B502＋141：37．5� 253．7�
713 チャードリー 牝5青鹿55 吉田 隼人G1レーシング 加藤 征弘 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426－ 81：37．6� 181．6�
12 タニセンダイナスト 牡4鹿 56 丸山 元気染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 杵臼牧場 460＋ 21：37．81
 144．0�
815 サクラヴィクトリー 牡5栗 57 松山 弘平さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 472＋ 81：39．39 2．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，095，700円 複勝： 45，121，700円 枠連： 18，984，000円
馬連： 62，117，600円 馬単： 37，727，000円 ワイド： 31，718，100円
3連複： 87，759，300円 3連単： 150，251，200円 計： 463，774，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，220円 複 勝 � 610円 � 310円 � 250円 枠 連（2－3） 4，730円

馬 連 �� 11，380円 馬 単 �� 27，440円

ワ イ ド �� 2，940円 �� 1，940円 �� 930円

3 連 複 ��� 19，950円 3 連 単 ��� 163，790円

票 数

単勝票数 計 300957 的中 � 10689（8番人気）
複勝票数 計 451217 的中 � 17118（9番人気）� 39433（5番人気）� 52688（3番人気）
枠連票数 計 189840 的中 （2－3） 2964（15番人気）
馬連票数 計 621176 的中 �� 4029（32番人気）
馬単票数 計 377270 的中 �� 1015（69番人気）
ワイド票数 計 317181 的中 �� 2600（32番人気）�� 3985（23番人気）�� 8695（11番人気）
3連複票数 計 877593 的中 ��� 3248（61番人気）
3連単票数 計1502512 的中 ��� 677（448番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．1―46．8―59．0―1：11．3―1：23．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．5―3F37．3

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

勝馬の
紹 介

�メイショウインロウ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Woodman

2009．1．29生 牡5栗 母 ビワプリムラ 母母 ウッドストリーム 13戦1勝 賞金 13，887，000円
初出走 JRA

〔降着〕 ダイナミックウオー号は，2位〔タイム1分36秒3，着差ハナ〕に入線したが，最後の直線コースで内側に斜行して
「タガノリバレンス」号の走行を妨害し，かつ，走行妨害がなければ被害馬が先に入線していたと認められるため3着に降着。

〔制裁〕 ダイナミックウオー号の騎手福永祐一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて平成26年2月1日から平成26年
2月2日まで騎乗停止。（被害馬：1番・5番）

〔その他〕 ダイナミックウオー号は，最後の直線コースで内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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。
（非当選馬） 1頭 ブライティアミル号
（非抽選馬） 5頭 エーデルシュタイン号・トキノサコン号・ノーブルコロネット号・ベラベラ号・リスヴェリアート号



02047 1月26日 晴 良 （26中京1）第4日 第11競走 ��
��1，800�第31回東海テレビ杯東海ステークス（ＧⅡ）

発走15時25分 （ダート・左）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，4歳55�5歳以上56�，牝馬2�
減，25．1．19以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走または
GⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，25．1．18以前のGⅠ競走（牝馬限定競走
を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

東海テレビ杯・地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 53，000，000円 21，000，000円 13，000，000円 8，000，000円 5，300，000円
付 加 賞 1，176，000円 336，000円 168，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．4
1：47．8

良
重

714 ニホンピロアワーズ 牡7青鹿57 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 544＋ 91：50．4 1．6�
612 グランドシチー 牡7鹿 56 M．ギュイヨン �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 幌村牧場 B494＋ 21：50．72 8．1�

（仏）

23 マイネルバイカ 牡5鹿 56 松山 弘平 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 白井 寿昭 新ひだか 乾 皆雄 492－ 21：51．12� 37．4�

48 	 ダブルスター 牡5栗 56 武 豊�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 506－ 4 〃 ハナ 46．2�
510
 サトノプリンシパル 牡4鹿 55 川須 栄彦里見 治氏 矢作 芳人 米 Dr. Masa-

take Iida B540＋ 31：51．2クビ 10．6	
59 グラッツィア 牡6鹿 56 松田 大作山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 490＋ 41：51．3� 131．8

816 ヴァンヌーヴォー 牡5鹿 56 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B502－ 21：51．4� 49．3�
12 グレープブランデー 牡6黒鹿58 浜中 俊 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム B538＋14 〃 ハナ 6．7�
815 ソリタリーキング 牡7黒鹿56 福永 祐一 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 466＋ 41：51．61� 12．9
24 ナムラタイタン 牡8栗 56 太宰 啓介奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 532＋ 41：51．7� 20．1�
47 ケイアイレオーネ 牡4芦 55 幸 英明亀田 和弘氏 西浦 勝一 浦河 富田牧場 B566－ 81：51．91� 28．0�
11 スタッドジェルラン 牡8栗 56 池添 謙一久保 博文氏 安田 隆行 三石 鳥井牧場 504＋ 21：52．0� 122．9�
35 ゲシュタルト 牡7鹿 56 勝浦 正樹畑佐 博氏 長浜 博之 新冠 細川農場 518± 01：52．31� 354．7�
36 オースミイチバン 牡5栗 57 吉田 隼人�オースミ 荒川 義之 浦河 川 啓一 526－ 41：52．51� 382．1�
713 サイレントメロディ 牡7青 56 横山 和生 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム B500－ 2 〃 ハナ 312．5�
611 アドバンスウェイ 牡8鹿 56 中舘 英二西川 隆士氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 B498＋ 21：53．56 404．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 144，399，600円 複勝： 230，670，000円 枠連： 86，990，000円
馬連： 423，301，600円 馬単： 257，136，800円 ワイド： 170，930，500円
3連複： 660，971，600円 3連単： 1，439，446，600円 計： 3，413，846，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 200円 � 510円 枠 連（6－7） 630円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 300円 �� 890円 �� 2，660円

3 連 複 ��� 5，670円 3 連 単 ��� 15，380円

票 数

単勝票数 計1443996 的中 � 729593（1番人気）
複勝票数 計2306700 的中 � 1106410（1番人気）� 214256（2番人気）� 61494（8番人気）
枠連票数 計 869900 的中 （6－7） 102800（2番人気）
馬連票数 計4233016 的中 �� 463106（2番人気）
馬単票数 計2571368 的中 �� 230308（2番人気）
ワイド票数 計1709305 的中 �� 166344（2番人気）�� 45107（7番人気）�� 14150（28番人気）
3連複票数 計6609716 的中 ��� 86092（18番人気）
3連単票数 計14394466 的中 ��� 69076（47番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．4―12．1―12．1―12．1―12．7―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―36．2―48．3―1：00．4―1：12．5―1：25．2―1：37．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．9
1
3
10，4（1，11）（2，14）8（3，5）9（6，12，15）－13－16－7
10（4，11）（1，2，14）8，3（12，9）5，15（6，16）－（13，7）

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロアワーズ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2010．1．23 京都3着

2007．5．3生 牡7青鹿 母 ニホンピロルピナス 母母 ニホンピロタイラ 21戦9勝 賞金 403，734，000円
［他本会外：7戦3勝］

※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） 1頭 ドコフクカゼ号
（非抽選馬） 9頭 イッシンドウタイ号・エアハリファ号・セイカプリコーン号・ダノンスパシーバ号・トミケンアルドール号・

ナムラビクター号・マルカプレジオ号・メイショウエバモア号・ロイヤルクレスト号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりニホンピロアワーズ号は，フェブラリーステークス（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

02048 1月26日 晴 良 （26中京1）第4日 第12競走 ��
��1，200�

い ら ご

伊 良 湖 特 別
発走16時00分 （ダート・左）
4歳以上，1，000万円以下，25．1．19以降26．1．19まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 441，000円 126，000円 63，000円 � コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

11 トップフライアー 牡5青鹿56 柴山 雄一井上 一郎氏 杉浦 宏昭 様似 中脇 一幸 B500－ 81：11．6 46．6�
714 エアカーネリアン 牡6黒鹿54 松田 大作 �ラッキーフィールド吉村 圭司 平取 稲原牧場 488－101：11．7� 39．9�
35 タガノハピネス 牝4鹿 52 酒井 学八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 456－121：12．33� 71．8�
816 コーリンギデオン 牡5鹿 56 横山 和生伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 464－ 4 〃 クビ 10．7�
48 ドレッシースタイル 牡4青鹿54 松山 弘平 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 浦河 宮内牧場 474－ 41：12．4クビ 13．0�
47 キセキノハナ 牝5芦 52 吉田 隼人華山 龍一氏 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 452－ 2 〃 ハナ 16．0	
36 クロムレック 牡4栗 55 福永 祐一 
キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 524＋ 4 〃 ハナ 3．8�
815� イエスイットイズ 牡5鹿 56 中舘 英二薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 524－ 2 〃 ハナ 5．0�
59 モズベラベラ 牡5栗 57 池添 謙一北側 雅司氏 中尾 秀正 日高 日高大洋牧場 468－ 2 〃 ハナ 5．1
510 スイングエンジン 牡8栗 55 岩田 康誠平井 裕氏 森 秀行 浦河 岡部牧場 478＋10 〃 クビ 31．8�
713 アキノモーグル 牡6栗 56 中井 裕二穐吉 正孝氏 中村 均 新ひだか 加野牧場 518± 01：12．61	 116．0�
24 � フランキンセンス 牡7鹿 54 西田雄一郎加藤 厚子氏 松永 康利 新ひだか タツヤファーム 536＋ 41：12．7
 124．2�
12 マ ン リ ー 牡4鹿 54 勝浦 正樹古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 514－ 81：12．8� 20．8�
611 タガノトネール �4鹿 54 丸山 元気八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 482－ 41：13．12 5．6�
23 エリモフェザー 牝4栗 52 黛 弘人山本 慎一氏 中野 栄治 えりも エクセルマネジメント 414－ 41：13．31	 68．5�
612 ブルーモントレー 牝4栗 52 岡田 祥嗣�須野牧場 和田 正道 米 Fares

Farm, LLC 466± 0 〃 ハナ 63．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 41，625，500円 複勝： 69，781，500円 枠連： 29，434，300円
馬連： 108，597，000円 馬単： 54，366，900円 ワイド： 49，964，600円
3連複： 153，731，400円 3連単： 255，992，400円 計： 763，493，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，660円 複 勝 � 1，190円 � 1，110円 � 1，310円 枠 連（1－7） 10，700円

馬 連 �� 65，220円 馬 単 �� 163，770円

ワ イ ド �� 17，170円 �� 19，810円 �� 12，730円

3 連 複 ��� 859，500円 3 連 単 ��� 6，094，280円

票 数

単勝票数 計 416255 的中 � 7045（11番人気）
複勝票数 計 697815 的中 � 15470（11番人気）� 16652（10番人気）� 13961（13番人気）
枠連票数 計 294343 的中 （1－7） 2032（29番人気）
馬連票数 計1085970 的中 �� 1229（95番人気）
馬単票数 計 543669 的中 �� 245（199番人気）
ワイド票数 計 499646 的中 �� 716（105番人気）�� 620（109番人気）�� 967（93番人気）
3連複票数 計1537314 的中 ��� 132（535番人気）
3連単票数 計2559924 的中 ��� 31（3214番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．6―12．6―11．9―12．5

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F37．0
3 ・（1，12）15（7，14）11（8，13）2，10（4，9）5－6－3，16 4 1，12（7，15）（14，11）（2，8，13）（4，10）5，9，6－3，16

勝馬の
紹 介

トップフライアー �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2011．8．20 新潟2着

2009．5．17生 牡5青鹿 母 シングフォアジョイ 母母 シルバージョイ 22戦4勝 賞金 49，991，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔発走状況〕 エリモフェザー号は，枠内駐立不良〔突進〕。
※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 アスターストーム号・エスケイティアラ号・クリノロッキー号・シゲルシゲザネ号・スマートアレンジ号・

トーワフォーエバー号

３レース目



（26中京1）第4日 1月26日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 188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 手 当

246，000，000円
6，340，000円
2，920，000円
22，490，000円
64，924，000円
5，864，600円
1，804，800円

勝馬投票券売得金
388，697，100円
670，528，200円
223，826，400円
882，519，600円
564，460，800円
414，709，900円
1，347，684，100円
2，605，773，900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 7，098，200，000円

総入場人員 16，756名 （有料入場人員 15，771名）



平成26年度 第1回中京競馬 総計

競走回数 48回 出走延頭数 741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

772，550，000円
2，080，000円
18，970，000円
8，100，000円
70，320，000円
256，155，500円
24，174，200円
7，113，600円

勝馬投票券売得金
1，084，251，300円
1，904，207，900円
653，097，000円
2，322，929，200円
1，506，344，600円
1，128，623，900円
3，461，774，700円
6，297，396，300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 18，358，624，900円

総入場延人員 50，659名 （有料入場延人員 47，018名）
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