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02013 1月20日 小雨 良 （31中京1）第2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）

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

610 レオビヨンド 牡3鹿 56
55 ☆荻野 極�レオ 高柳 大輔 浦河 中島牧場 468－ 21：56．5 9．5�

712 スターリーパレード 牡3鹿 56 小崎 綾也 �グリーンファーム西村 真幸 安平 ノーザンファーム 484± 01：56．81� 5．8�
58 クリエイトザライフ 牡3栗 56 川田 将雅飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 488± 01：57．33 1．4�
57 キモンカラー 牝3栗 54

53 ☆藤田菜七子小林 祥晃氏 斎藤 誠 新ひだか 西村 和夫 430± 01：57．4� 29．7�
711 ヤマニンスプレモ 牡3青鹿56 藤懸 貴志土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 474＋ 21：57．61� 42．2�
22 メイショウラスカル 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好	氏 石橋 守 浦河 太陽牧場 498－ 81：57．7� 23．4

33 ペプチドフシチョウ 牝3鹿 54 松田 大作沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 442± 01：57．8� 8．4�
813 ボーイズオブサマー 牡3栗 56 古川 吉洋 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 512－ 41：58．75 43．0�
34 リュウノイブキ 牡3黒鹿56 吉田 隼人二口 雅一氏 土田 稔 新ひだか 田原橋本牧場 498－ 21：59．97 136．7
46 シゲルキャッツアイ 牝3栗 54 丸田 恭介森中 蕃氏 石毛 善彦 新ひだか 土田農場 444－ 62：00．85 104．0�
45 サ ン ダ ガ 牡3鹿 56 長岡 禎仁薪浦 英稔氏 杉山 晴紀 新ひだか 秋田育成牧場 442＋ 42：00．9クビ 285．8�
11 ローマンウォリアー 牡3青鹿 56

54 △横山 武史岡田 牧雄氏 青木 孝文 新ひだか 大典牧場 478＋122：01．11� 70．9�
814 スーパーブラウン 牡3栗 56

55 ☆井上 敏樹西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 B426－ 22：01．41� 348．0�
69 ツギノイッテ 牡3黒鹿56 横山 和生西村新一郎氏 天間 昭一 青森 織笠 時男 458－ 62：02．03� 305．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，011，300円 複勝： 84，133，500円 枠連： 7，378，600円
馬連： 31，862，800円 馬単： 22，700，900円 ワイド： 25，571，600円
3連複： 48，350，400円 3連単： 85，251，700円 計： 325，260，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 160円 � 110円 � 100円 枠 連（6－7） 1，840円

馬 連 �� 2，130円 馬 単 �� 4，630円

ワ イ ド �� 500円 �� 260円 �� 150円

3 連 複 ��� 660円 3 連 単 ��� 8，180円

票 数

単勝票数 計 200113 的中 � 16829（4番人気）
複勝票数 計 841335 的中 � 26534（4番人気）� 66231（2番人気）� 664998（1番人気）
枠連票数 計 73786 的中 （6－7） 3098（7番人気）
馬連票数 計 318628 的中 �� 11547（8番人気）
馬単票数 計 227009 的中 �� 3677（14番人気）
ワイド票数 計 255716 的中 �� 10112（6番人気）�� 22893（3番人気）�� 55616（1番人気）
3連複票数 計 483504 的中 ��� 54803（2番人気）
3連単票数 計 852517 的中 ��� 7549（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．1―38．7―52．3―1：05．5―1：18．5―1：31．4―1：44．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．0
1
3
・（8，12）（5，10）13（6，7）3（9，4）14，11－2－1・（8，12，13）（5，10）7（6，4）－（3，9）－（11，14）2－1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レオビヨンド �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 オレハマッテルゼ デビュー 2018．7．8 中京8着

2016．3．31生 牡3鹿 母 ワタシマッテルワ 母母 パントミーマ 7戦1勝 賞金 7，050，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ツギノイッテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年2月20日まで平地競走

に出走できない。
※ツギノイッテ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

02014 1月20日 小雨 良 （31中京1）第2日 第2競走 ��1，900�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
1：57．7
1：53．7

良
不良

45 サトノファイター 牡3栗 56 福永 祐一 �サトミホースカンパニー 高橋 亮 安平 追分ファーム 472＋ 22：04．8 9．8�
22 カガストロング 牡3栗 56

55 ☆荻野 極香川 憲次氏 萱野 浩二 むかわ ヤマイチ牧場 B472＋ 42：04．9� 13．6�
11 タガノアヴァンス 牡3芦 56 武 豊八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 514＋ 62：05．11� 14．1�
56 グランエスタード 牡3鹿 56

55 ☆藤田菜七子星野 祐介氏 根本 康広 日高 前野牧場 B432＋ 22：05．2クビ 83．9�
710 ストラトフォード 牝3鹿 54 F．ミナリク下河邉 博氏 竹内 正洋 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター B456－122：05．41� 13．2�
（独）

69 ローザジルベルト 牡3鹿 56
53 ▲西村 淳也 	サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 442－10 〃 ハナ 26．8


44 ク リ ム ト ゥ 牡3栗 56 横山 和生	ミルファーム 小野 次郎 浦河 猿橋 義昭 512－ 42：05．71� 140．6�
68 トーアコルレオーネ 牡3鹿 56 古川 吉洋高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 430－ 42：06．12� 131．8�
813 コルドゥーン 牡3青鹿56 藤懸 貴志西 浩明氏 斉藤 崇史 日高 下河辺牧場 450－ 82：06．2クビ 159．8
57 タッカーブルー 牡3青鹿 56

54 △横山 武史小松崎 孝氏 鈴木 伸尋 厚真 大川牧場 B504－ 22：07．68 136．7�
711 ネ オ シ ー ナ 牡3黒鹿56 松田 大作椎名 節氏 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 494＋ 22：07．81� 156．3�
812 テイエムワークオー �3鹿 56

54 △森 裕太朗竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 ハシモトフアーム 522± 02：11．3大差 283．5�
33 エンダウメント 牡3黒鹿56 吉田 隼人ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516－ 42：17．7大差 1．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 25，589，900円 複勝： 82，002，300円 枠連： 7，515，900円
馬連： 31，930，800円 馬単： 22，808，200円 ワイド： 24，158，600円
3連複： 45，382，500円 3連単： 83，769，800円 計： 323，158，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 640円 � 750円 � 890円 枠 連（2－4） 4，480円

馬 連 �� 4，170円 馬 単 �� 8，380円

ワ イ ド �� 890円 �� 720円 �� 990円

3 連 複 ��� 8，520円 3 連 単 ��� 52，310円

票 数

単勝票数 計 255899 的中 � 20716（2番人気）
複勝票数 計 820023 的中 � 34823（2番人気）� 29092（4番人気）� 24083（5番人気）
枠連票数 計 75159 的中 （2－4） 1299（11番人気）
馬連票数 計 319308 的中 �� 5930（9番人気）
馬単票数 計 228082 的中 �� 2039（19番人気）
ワイド票数 計 241586 的中 �� 6974（9番人気）�� 8704（6番人気）�� 6199（10番人気）
3連複票数 計 453825 的中 ��� 3992（23番人気）
3連単票数 計 837698 的中 ��� 1161（131番人気）

ハロンタイム 7．4―11．7―12．5―14．0―13．8―13．2―13．4―13．3―12．4―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―19．1―31．6―45．6―59．4―1：12．6―1：26．0―1：39．3―1：51．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F38．8
1
3
2，6（1，10）11（5，3）（7，9）－13，12（4，8）
2，6（1，11）（10，3）5（9，8）（7，13）－4，12

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノファイター �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．10．28 京都6着

2016．3．22生 牡3栗 母 ヴィクトリーマーチ 母母 ヴィクトリークライ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔その他〕 エンダウメント号は，競走中に疾病〔心房細動〕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〕 テイエムワークオー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年2月20日まで平

地競走に出走できない。
※グランエスタード号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第１回 中京競馬 第２日



02015 1月20日 小雨 良 （31中京1）第2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，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

35 クリノケンリュウ 牡5栗 57
56 ☆義 英真栗本 博晴氏 藤沢 則雄 浦河 バンブー牧場 498± 01：12．7 3．1�

713 ナリノメジャー 牝5栗 55 �島 克駿成塚 清志氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B480＋ 21：13．12� 23．5�

714 タイキメサイア 牡4栗 56 丸山 元気�大樹ファーム 高橋 祥泰 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 510± 0 〃 ハナ 3．6�

12 ダブルスプリット 牡5栗 57 藤岡 康太�KTレーシング 西園 正都 日高 山際 辰夫 B494＋ 41：13．2� 6．2�
24 サ マ ニ ー �6青鹿 57

56 ☆荻野 極井上 一郎氏 武藤 善則 様似 中脇 一幸 B482＋ 41：13．3� 21．3	
612 メガポリゴン 牡5鹿 57

56 ☆藤田菜七子薗部 博之氏 宗像 義忠 洞	湖 レイクヴィラファーム 538＋ 21：13．61
 14．7

23 タイセイパルフェ 牝4黒鹿 54

52 △横山 武史田中 成奉氏 池上 昌和 むかわ 上水牧場 464－ 21：13．7
 142．8�
36 ハニーゴールド �5鹿 57 水口 優也青芝商事� 池江 泰寿 新ひだか グランド牧場 510＋ 21：13．9
 10．6�
59 プロミネンス 牝4鹿 54 武 豊下河邉 博氏 小島 茂之 浦河 中村 雅明 452－ 6 〃 アタマ 12．7
11 ウインクルチェリー 牝5鹿 55 長岡 禎仁塚本 能交氏 高橋 亮 日高 竹島 幸治 510＋241：14．32� 41．8�
48 ラタンドレス 牝6鹿 55

53 △森 裕太朗 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 484－ 21：14．4� 64．3�

510 メイショウカギロイ 牡4鹿 56 吉田 隼人松本 好雄氏 中村 均 浦河 村下 明博 518＋141：14．71
 22．4�
47 � メジャーロール 牡5鹿 57

56 ☆井上 敏樹谷口 祐人氏 的場 均 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 458＋ 61：14．8� 76．4�

816� ペイシャスナッチ 牝6鹿 55 丸田 恭介北所 直人氏 高橋 裕 浦河 梅田牧場 486－ 41：14．9
 38．3�
611 ウォーターメロン 牡5鹿 57 松田 大作大島有志生氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B524＋ 21：15．11� 48．6�
815 ナムラファラー 牡4黒鹿 56

55 ☆川又 賢治奈村 信重氏 谷原 義明 様似 林 時春 482＋14 〃 アタマ 77．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，433，100円 複勝： 34，601，500円 枠連： 11，237，800円
馬連： 42，328，200円 馬単： 18，906，600円 ワイド： 33，022，100円
3連複： 63，377，800円 3連単： 67，995，300円 計： 293，902，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 390円 � 150円 枠 連（3－7） 450円

馬 連 �� 4，270円 馬 単 �� 6，180円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 320円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 4，400円 3 連 単 ��� 27，570円

票 数

単勝票数 計 224331 的中 � 57541（1番人気）
複勝票数 計 346015 的中 � 68094（2番人気）� 16361（8番人気）� 70273（1番人気）
枠連票数 計 112378 的中 （3－7） 19209（1番人気）
馬連票数 計 423282 的中 �� 7674（15番人気）
馬単票数 計 189066 的中 �� 2292（19番人気）
ワイド票数 計 330221 的中 �� 6026（15番人気）�� 30417（1番人気）�� 6898（12番人気）
3連複票数 計 633778 的中 ��� 10788（8番人気）
3連単票数 計 679953 的中 ��� 1788（63番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．2―12．6―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．8―36．0―48．6―1：00．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリノケンリュウ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2016．12．11 阪神5着

2014．4．11生 牡5栗 母 オサマジョール 母母 スプリングバンブー 15戦2勝 賞金 21，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 メイショウマイカゼ号
（非抽選馬） 7頭 アカツキジョー号・スズカアカデミー号・スリーチャーム号・デルマオフクロサン号・バットオールソー号・

ホワイトソニック号・リトルレグルス号

02016 1月20日 小雨 良 （31中京1）第2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 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：16．2良

58 ジャッカスバーク �8黒鹿60 熊沢 重文 �キャロットファーム 古賀 慎明 浦河 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 546＋ 43：19．7 3．7�

69 ルグランパントル �7鹿 60 石神 深一 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 23：19．8� 2．4�

711 シ ー レ ー ン 牡4鹿 59 白浜 雄造谷掛 龍夫氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 476＋183：20．11� 24．1�
712 ノーブルサンズ 牝6栗 58 江田 勇亮吉木 伸彦氏 田村 康仁 浦河 ガーベラパー

クスタツド 472＋ 43：21．05 36．1�
814� マリノパシフィカス 牝5黒鹿58 上野 翔矢野まり子氏 松永 康利 日高 広富牧場 430－ 23：21．85 69．1	
610 セイウンフォーカス 牡4鹿 59 中村 将之西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 484＋163：22．11	 8．9

11 ウインカートゥーン 牡6黒鹿60 平沢 健治�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 510＋123：22．63 6．2�
34 クリノサンスーシ 牝6鹿 58 北沢 伸也栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 468＋10 〃 クビ 17．3�
33 キングドラゴン �6鹿 60 五十嵐雄祐窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 526＋123：23．02� 11．0
813 テイエムイキオイ 牡5青鹿60 佐久間寛志竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 桜井牧場 480＋163：23．1クビ 43．7�
46 アドマイヤツルギ �4栗 59 高田 潤近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 484＋143：23．63 52．3�
57 ケイココサージュ 牝4芦 57 黒岩 悠 �コロンバスサークル 坂口 正則 新ひだか 藤沢牧場 434－ 43：23．7� 160．5�
45 キングブレイク 牡10栗 60 草野 太郎阿部東亜子氏 松山 将樹 浦河 バンブー牧場 518＋ 23：25．08 83．1�
22 セイユウガッツ 牡4栗 59 高野 和馬松岡 正二氏 加藤 和宏 日高 シンボリ牧場 476＋ 63：28．4大差 270．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，598，000円 複勝： 18，201，300円 枠連： 9，257，100円
馬連： 28，106，300円 馬単： 15，952，500円 ワイド： 21，145，000円
3連複： 46，063，700円 3連単： 59，791，000円 計： 215，114，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 130円 � 120円 � 360円 枠 連（5－6） 410円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 240円 �� 1，010円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 3，000円 3 連 単 ��� 11，710円

票 数

単勝票数 計 165980 的中 � 35809（2番人気）
複勝票数 計 182013 的中 � 39188（2番人気）� 53215（1番人気）� 7692（7番人気）
枠連票数 計 92571 的中 （5－6） 17469（1番人気）
馬連票数 計 281063 的中 �� 47147（1番人気）
馬単票数 計 159525 的中 �� 12639（2番人気）
ワイド票数 計 211450 的中 �� 27516（1番人気）�� 4797（11番人気）�� 4526（12番人気）
3連複票数 計 460637 的中 ��� 11491（6番人気）
3連単票数 計 597910 的中 ��� 3701（22番人気）
上り 1マイル 1：44．5 4F 51．2－3F 38．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジャッカスバーク �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．10．27 東京1着

2011．1．29生 �8黒鹿 母 ウェスタリーズ 母母 ウェスタースケルド 障害：6戦1勝 賞金 16，000，000円
〔騎手変更〕 ジャッカスバーク号の騎手原田和真は，第1日第5競走での落馬負傷のため熊沢重文に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シゲルレンコン号
（非抽選馬） 3頭 アオテンジョウ号・トーアツキヒカリ号・メイショウバッハ号



02017 1月20日 小雨 良 （31中京1）第2日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時10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
1：58．3
1：56．1

良
良

816 クールウォーター 牝3鹿 54 藤岡 康太金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 418 ―2：03．2 4．9�

611 オメガダヴィンチ 牡3栗 56 川田 将雅原 �子氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 470 ―2：03．73 3．8�
818 ネ ガ イ 牝3鹿 54 F．ミナリク石川 達絵氏 奥村 武 日高 白井牧場 470 ―2：03．91� 6．1�

（独）

47 モ ズ ベ ッ ロ 牡3鹿 56
55 ☆川又 賢治 �キャピタル・システム 森田 直行 新冠 村田牧場 484 ― 〃 アタマ 8．3�

59 サンライズヴュー 牡3青鹿56 	島 克駿松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 栄進牧場 460 ― 〃 クビ 52．0�
11 ディーププリモ 牡3鹿 56 丸山 元気ライオンレースホース� 伊藤 大士 登別 登別上水牧場 474 ―2：04．0クビ 31．7	
715 オセアグレイト 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也 IHR 菊川 正達 新ひだか 下屋敷牧場 494 ― 〃 ハナ 44．6

817 ドリームリッチ 牡3鹿 56 丸田 恭介宇田 豊氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 444 ―2：04．1
 42．7�
713 アラタマピサ 牡3青鹿56 吉田 隼人荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 464 ―2：04．63 67．2�
36 サウンドカナロア 牡3鹿 56 小崎 綾也増田 雄一氏 村山 明 新冠 飛渡牧場 452 ―2：04．91� 55．0
714 ギ ニ ー 牡3鹿 56 横山 和生中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 鵜木 唯義 500 ―2：05．43 178．0�
48 � モニュメントキング 牡3青鹿56 武 豊�キーファーズ 清水 久詞 米 Brereton

C. Jones 496 ―2：05．5クビ 4．8�
23 マジックブルーム 牝3鹿 54

52 △横山 武史村山 卓也氏 鈴木 伸尋 新冠 ビッグレッドファーム 486 ―2：05．82 180．6�
24 ゴールドエンプレス 牝3青鹿54 横山 典弘居城 寿与氏 中川 公成 浦河 酒井牧場 460 ―2：06．54 16．3�
612 ショウナンランジュ 牝3芦 54 福永 祐一国本 哲秀氏 奥村 武 登別 青藍牧場 458 ― 〃 クビ 14．3�
35 シントークロヒメ 牝3青鹿 54

53 ☆藤田菜七子中野 辰三氏 小島 茂之 新ひだか 静内山田牧場 448 ―2：06．6クビ 57．0�
510 マサノファントム 牡3栗 56

54 △森 裕太朗古賀 禎彦氏 高橋 義博 えりも 寺井 文秀 508 ―2：09．2大差 215．5�
12 バトルメダリスト 牡3栗 56 太宰 啓介宮川 秋信氏 本田 優 日高 川端 正博 B482 ―2：19．4大差 107．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 24，954，500円 複勝： 32，521，000円 枠連： 13，744，900円
馬連： 39，168，300円 馬単： 18，951，600円 ワイド： 31，939，500円
3連複： 59，030，100円 3連単： 66，751，400円 計： 287，061，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 170円 � 150円 � 200円 枠 連（6－8） 490円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 2，110円

ワ イ ド �� 400円 �� 610円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，380円 3 連 単 ��� 9，900円

票 数

単勝票数 計 249545 的中 � 40229（3番人気）
複勝票数 計 325210 的中 � 49913（2番人気）� 64397（1番人気）� 38007（5番人気）
枠連票数 計 137449 的中 （6－8） 21307（2番人気）
馬連票数 計 391683 的中 �� 28731（2番人気）
馬単票数 計 189516 的中 �� 6724（3番人気）
ワイド票数 計 319395 的中 �� 21202（2番人気）�� 13080（5番人気）�� 14994（3番人気）
3連複票数 計 590301 的中 ��� 18575（3番人気）
3連単票数 計 667514 的中 ��� 4885（12番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―12．9―13．1―12．9―12．6―12．7―11．9―11．8―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．0―36．9―50．0―1：02．9―1：15．5―1：28．2―1：40．1―1：51．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．0
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

クールウォーター �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2016．2．27生 牝3鹿 母 クロウキャニオン 母母 ク ロ カ ミ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バトルメダリスト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年2月20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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 キングリキュール号・サダムゲンヤ号・サマーセント号・ノーブルメイア号・メイショウハクト号・

ララコンフィアン号・レッドアクトレス号・レッドムルガン号
※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。

02018 1月20日 小雨 良 （31中京1）第2日 第6競走 ��1，400�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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

24 エ テ ル ニ テ 牝4青鹿54 福永 祐一青山 洋一氏 平田 修 日高 白井牧場 500－ 21：25．7 3．1�
510 ネイビーアッシュ 牝4青鹿54 丸山 元気吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 484－ 21：25．91� 4．6�
815 デルマカシャーサ 牝4栗 54

52 △横山 武史浅沼 廣幸氏 田中 博康 千歳 社台ファーム 466＋ 61：26．0� 8．2�
611 エンドレスコール 牝5黒鹿 55

52 ▲西村 淳也 �キャロットファーム 橋口 慎介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B464－121：26．1� 22．7�

47 ヒカリトップメモリ 牝6鹿 55 F．ミナリク�ヒカリクラブ 池上 昌和 新ひだか 服部 牧場 484＋ 41：26．42 10．8	
（独）

59 ロマンスマジック 牝5栗 55 水口 優也�ミルファーム 奥平 雅士 新ひだか 松本牧場 446－181：26．71� 24．7

816 ダンツクレイオー 牝4鹿 54 太宰 啓介山元 哲二氏 本田 優 千歳 社台ファーム 488＋ 41：26．8� 19．3�
713	 テーオーパートナー 牝4栗 54 武 豊小笹 公也氏 笹田 和秀 新ひだか 山際牧場 460－121：26．9� 6．6�
35 	 タキオンレイ 牝5栗 55

52 ▲木幡 育也小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 478± 01：27．11� 92．1
48 リルティングインク 牝6黒鹿55 長岡 禎仁 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド B464＋ 61：27．31� 97．4�
23 シングシングシング 牝4鹿 54 藤岡 佑介 �グリーンファーム伊藤 大士 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 464＋101：27．51 12．1�
36 メイショウフウシャ 牝6鹿 55 
島 克駿松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 484＋ 61：27．6� 120．4�
714 ミ ュ ゼ ッ ト 牝4栗 54 西村 太一ゴドルフィン 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450＋ 21：28．02� 14．5�
12 アミスターミノル 牝4栗 54 丸田 恭介吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 452＋ 21：28．21� 52．2�
612	 リリアンローズ 牝4黒鹿54 小崎 綾也谷和 光彦氏 小崎 憲 日高 チャンピオン

ズファーム 446－131：28．62� 71．9�
11 グッドワード 牝4芦 54 藤岡 康太下河�行雄氏 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 490－ 81：30．3大差 124．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，950，900円 複勝： 33，243，500円 枠連： 11，184，000円
馬連： 41，716，100円 馬単： 19，402，000円 ワイド： 33，093，800円
3連複： 64，395，000円 3連単： 72，122，100円 計： 299，107，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 170円 � 180円 枠 連（2－5） 680円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 410円 �� 590円 �� 800円

3 連 複 ��� 3，180円 3 連 単 ��� 13，400円

票 数

単勝票数 計 239509 的中 � 60001（1番人気）
複勝票数 計 332435 的中 � 61334（1番人気）� 50833（2番人気）� 43657（3番人気）
枠連票数 計 111840 的中 （2－5） 12717（2番人気）
馬連票数 計 417161 的中 �� 28456（1番人気）
馬単票数 計 194020 的中 �� 7526（1番人気）
ワイド票数 計 330938 的中 �� 21517（1番人気）�� 14317（3番人気）�� 10068（8番人気）
3連複票数 計 643950 的中 ��� 15159（4番人気）
3連単票数 計 721221 的中 ��� 3900（9番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．7―12．4―12．9―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―35．0―47．4―1：00．3―1：12．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ テ ル ニ テ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2018．1．20 京都5着

2015．4．23生 牝4青鹿 母 グリーリーレイ 母母 コ ー レ イ 7戦2勝 賞金 16，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グッドワード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年2月20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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ナイスドゥ号・ラガーユミリン号
（非抽選馬） 2頭 スマートサクソン号・リヴァイバル号
※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。



02019 1月20日 小雨 良 （31中京1）第2日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走13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

35 キュールエサクラ 牝3青鹿54 川田 将雅岡本 良三氏 中内田充正 安平 追分ファーム 458－ 61：22．7 1．5�
23 ブールバール 牝3鹿 54 福永 祐一寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 430－ 21：22．91� 5．3�
48 ウォーターエデン 牝3鹿 54

52 △森 裕太朗山岡 良一氏 岡田 稲男 新冠 須崎牧場 480＋ 41：23．0� 23．6�
11 マ ー ニ 牡3黒鹿56 丸山 元気岡 浩二氏 	島 一歩 浦河 日進牧場 440－ 61：23．21
 166．6�
59 ヴ ェ ル 牝3鹿 54 松田 大作�桑田牧場 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 416＋ 41：23．51
 26．7�
36 ショウナンカンザシ 牝3黒鹿54 F．ミナリク国本 哲秀氏 大竹 正博 新冠 森永 聡 454－ 2 〃 クビ 88．0	

（独）

47 ナムラピアス 牝3黒鹿 54
53 ☆川又 賢治奈村 睦弘氏 谷原 義明 様似 林 時春 442－10 〃 アタマ 48．8


611 ファビュラスギフト 牝3鹿 54 武 豊 �グリーンファーム武 英智 千歳 社台ファーム 450＋ 21：23．6
 9．0�
713� シードラゴン 牝3鹿 54 吉田 隼人吉田 千津氏 吉村 圭司 仏 Haras De Sainte

Gauburge 424－ 81：23．7
 23．5
510 ストーリーズ 牝3鹿 54 丸田 恭介林 正道氏 池上 昌和 新ひだか 服部 牧場 B408± 01：23．8
 215．1�
818 キョウエイミーレス 牡3鹿 56 	島 克駿田中 晴夫氏 小崎 憲 新ひだか 藤沢牧場 486＋ 61：23．9
 367．5�
24 ウイッチクイーン 牝3鹿 54

51 ▲西村 淳也杉山 忠国氏 石坂 正 新ひだか 明治牧場 464－161：24．0
 312．4�
714 ジュンユウコー 牝3鹿 54 小崎 綾也河合 純二氏 西村 真幸 新冠 川上牧場 404－ 2 〃 ハナ 706．9�
12 トーセンマイスター 牡3青鹿56 藤岡 康太島川 �哉氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 474＋ 2 〃 クビ 19．0�
612 メイショウユウバエ 牝3鹿 54 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 	川フアーム 494＋121：24．21
 125．3�
816 ロ ナ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介桑畑 �信氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 462＋ 21：24．3クビ 13．1�
715 ナンヨーシンゲツ 牡3黒鹿56 横山 典弘中村 德也氏 杉浦 宏昭 浦河 三好牧場 468＋14 〃 ハナ 53．8�
817 ヒノキブタイ 牡3青 56

53 ▲木幡 育也江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 532＋221：24．51� 701．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 34，641，200円 複勝： 41，974，600円 枠連： 11，359，400円
馬連： 47，567，300円 馬単： 25，923，400円 ワイド： 37，453，800円
3連複： 69，332，700円 3連単： 94，897，800円 計： 363，150，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 150円 � 390円 枠 連（2－3） 400円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 550円

ワ イ ド �� 200円 �� 600円 �� 850円

3 連 複 ��� 2，340円 3 連 単 ��� 6，810円

票 数

単勝票数 計 346412 的中 � 173488（1番人気）
複勝票数 計 419746 的中 � 137720（1番人気）� 68761（2番人気）� 16778（8番人気）
枠連票数 計 113594 的中 （2－3） 21837（1番人気）
馬連票数 計 475673 的中 �� 96860（1番人気）
馬単票数 計 259234 的中 �� 34779（1番人気）
ワイド票数 計 374538 的中 �� 60260（1番人気）�� 14188（6番人気）�� 9706（11番人気）
3連複票数 計 693327 的中 ��� 22162（7番人気）
3連単票数 計 948978 的中 ��� 10097（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．9―35．5―47．8―1：00．0―1：11．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F34．9
3 8，5（3，7）6（9，14）（1，16）（11，18）（10，12，13）2－4－17，15 4 8（3，5，7）（6，9，14）（1，16）（11，18）（2，10，13）12－4－17，15

勝馬の
紹 介

キュールエサクラ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Gone West デビュー 2018．10．13 京都2着

2016．2．12生 牝3青鹿 母 インコグニート 母母 デインスカヤ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走状況〕 トーセンマイスター号は，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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヴァガルーナ号
（非抽選馬） 1頭 ラインコマンダー号
※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。

02020 1月20日 曇 良 （31中京1）第2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 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

58 クイックファイア 牡4鹿 56 藤岡 佑介下河�美智子氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 468－ 21：52．8 2．6�
22 オールウェイズゼア 牡5黒鹿 57

55 △横山 武史グリーンスウォード高市 圭二 新ひだか 荒木 貴宏 484＋ 21：54．410 7．5�
46 スズノアリュール 牡4鹿 56 藤懸 貴志新木 鈴子氏 矢作 芳人 浦河 ヒダカフアーム 482＋ 21：54．71� 234．2�
11 	 フォルツァエフ 牡4鹿 56 F．ミナリク大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Jim R. Wells

& Janie Wells 480－ 61：54．8� 22．4�
（独）

69 エルティグレ 牡4栗 56 川田 将雅�KTレーシング 大久保龍志 浦河 桑田牧場 486＋ 21：55．01
 2．6	
45 サ イ ン 牡4芦 56 �島 克駿�ノースヒルズ 森田 直行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472＋121：55．31� 50．1

711 メイクグローリー �5栗 57 竹之下智昭ライオンレースホース� 武 英智 浦河 絵笛牧場 464± 0 〃 ハナ 149．8�
57 グラファイト 牡4青鹿56 丸山 元気 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 482＋ 8 〃 クビ 7．5
610 フッカツノノロシ 牡6黒鹿 57

56 ☆藤田菜七子福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 前田 宗将 520＋ 41：55．62 27．0�
813 メイショウテンモン 牡4栗 56 古川 吉洋松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 510－ 41：55．8� 111．2�
712 トウシンカイザー 牡4鹿 56 吉田 隼人�サトー 村山 明 千歳 社台ファーム 490－ 6 〃 クビ 80．9�
34 グ リ ト ニ ル 牡5鹿 57

54 ▲木幡 育也栗本 博晴氏 星野 忍 新ひだか 明治牧場 450＋ 61：56．54 360．3�
814 ブルベアジネンジョ 牡4栗 56

53 ▲西村 淳也 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 新ひだか 田湯牧場 B470－ 21：58．2大差 21．9�
33 トーセンゼロス 牡4黒鹿 56

55 ☆荻野 極島川 �哉氏 池上 昌和 新ひだか 下屋敷牧場 474± 01：59．68 18．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 27，344，200円 複勝： 29，958，300円 枠連： 10，900，500円
馬連： 47，519，000円 馬単： 23，924，000円 ワイド： 32，887，400円
3連複： 65，262，000円 3連単： 96，138，900円 計： 333，934，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 190円 � 2，880円 枠 連（2－5） 590円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 380円 �� 8，250円 �� 14，730円

3 連 複 ��� 40，550円 3 連 単 ��� 112，230円

票 数

単勝票数 計 273442 的中 � 81526（2番人気）
複勝票数 計 299583 的中 � 69371（2番人気）� 41606（3番人気）� 1776（13番人気）
枠連票数 計 109005 的中 （2－5） 14212（2番人気）
馬連票数 計 475190 的中 �� 46871（2番人気）
馬単票数 計 239240 的中 �� 14159（3番人気）
ワイド票数 計 328874 的中 �� 25553（2番人気）�� 954（45番人気）�� 532（58番人気）
3連複票数 計 652620 的中 ��� 1207（78番人気）
3連単票数 計 961389 的中 ��� 621（265番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．8―12．9―12．7―12．9―12．9―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―36．9―49．8―1：02．5―1：15．4―1：28．3―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クイックファイア �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Street Cry デビュー 2018．7．22 中京1着

2015．2．27生 牡4鹿 母 マジカルシェイプ 母母 モーメンツオブマジック 4戦2勝 賞金 15，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルベアジネンジョ号・トーセンゼロス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年

2月20日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



02021 1月20日 曇 良 （31中京1）第2日 第9競走 ��
��2，000�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 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
1：58．3
1：56．1

良
良

713 サトノシリウス 牡4鹿 56 川田 将雅 �サトミホースカンパニー 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 474＋ 22：02．3 2．0�
47 ムーンレイカー 牡4鹿 56 丸山 元気門野 重雄氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 474＋ 42：02．62 5．9�
714 ガウディウム 牡5鹿 57

56 ☆荻野 極 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 466＋18 〃 クビ 16．7�
12 タンタフエルサ 牡4鹿 56 吉田 隼人�G1レーシング 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B440－ 82：02．7クビ 7．9�
817 ラ レ ゾ ン 牝5黒鹿 55

53 △横山 武史 �社台レースホース高木 登 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 436－ 8 〃 クビ 30．2	

818 デルマオギン 牝6鹿 55
52 ▲西村 淳也浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 476－ 22：02．91� 115．8


715 カーロバンビーナ 牝4鹿 54 藤岡 佑介 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 408－ 2 〃 アタマ 8．7�
510 キングフォルテ 牡4鹿 56 小崎 綾也平口 信行氏 加用 正 浦河 大柳ファーム 524± 0 〃 ハナ 68．2�
611	 ホウオウジャンプ 牡5鹿 57 F．ミナリク小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 512＋ 4 〃 アタマ 33．6

（独）

612 キャンディストーム 牝5鹿 55 福永 祐一ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 480－ 42：03．11 16．5�

36 コスモグラトナス 牡4青 56 柴田 未崎 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 468－ 22：03．2
 144．1�
816 ハートオブスワロー 牝5黒鹿 55

52 ▲木幡 育也�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 438－ 22：03．3� 139．7�
48 ヒドゥンパラメータ 牡5鹿 57 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 450＋ 4 〃 ハナ 85．8�
24 ピボットポイント 牡4鹿 56 武 豊 �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474＋ 6 〃 アタマ 10．5�
23 ブリリアントリリー 牝4鹿 54

53 ☆川又 賢治 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド B470± 0 〃 ハナ 77．1�

59 アイノカケハシ 牝7鹿 55 横山 和生國分 純氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 450＋ 82：03．61� 128．1�
35 キョウワベルナルド 牡5鹿 57

55 △森 裕太朗�協和牧場 佐々木晶三 新冠 協和牧場 466＋ 8 〃 アタマ 166．7�
11 	 サダムドミニック 牡5黒鹿57 藤懸 貴志大西 定氏 平田 修 浦河 杵臼牧場 464－ 6 〃 クビ 184．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 36，296，400円 複勝： 51，954，300円 枠連： 17，423，900円
馬連： 61，219，500円 馬単： 30，905，900円 ワイド： 47，352，800円
3連複： 90，561，200円 3連単： 124，242，700円 計： 459，956，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 170円 � 370円 枠 連（4－7） 500円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 270円 �� 620円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 2，150円 3 連 単 ��� 6，730円

票 数

単勝票数 計 362964 的中 � 140089（1番人気）
複勝票数 計 519543 的中 � 154382（1番人気）� 76852（2番人気）� 24151（7番人気）
枠連票数 計 174239 的中 （4－7） 26591（1番人気）
馬連票数 計 612195 的中 �� 91087（1番人気）
馬単票数 計 309059 的中 �� 30447（1番人気）
ワイド票数 計 473528 的中 �� 50862（1番人気）�� 18645（7番人気）�� 8049（15番人気）
3連複票数 計 905612 的中 ��� 31478（5番人気）
3連単票数 計1242427 的中 ��� 13381（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．7―36．6―49．6―1：02．5―1：15．4―1：28．0―1：39．5―1：50．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F34．3
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

サトノシリウス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．2．3 京都2着

2015．3．8生 牡4鹿 母 パールシャドウ 母母 ピュアティー 6戦2勝 賞金 19，450，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ウインルチル号・トーセンクリーガー号
※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。

02022 1月20日 曇 良 （31中京1）第2日 第10競走 ��2，200�
か な や ま

金 山 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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．9

良
良

712 ナムラドノヴァン 牡4鹿 56 �島 克駿奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 いとう牧場 484＋ 22：13．8 3．7�
611 アドマイヤデジタル 牡4青鹿56 福永 祐一近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 440－ 62：13．9� 8．3�
814 バイマイサイド 牡4栗 56 荻野 極�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 466－102：14．21� 9．7�
610 ニッポンテイオー 牡4鹿 56 川田 将雅新谷 幸義氏 大久保龍志 日高 チャンピオン

ズファーム 452± 02：14．41	 5．4�
815 ドリームスピリット 牡4鹿 56 武 豊落合 幸弘氏 武藤 善則 様似 中村 俊紀 502± 02：14．61	 3．2�
59 エフティアテナ 牝4黒鹿54 藤田菜七子吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 442＋ 82：14．7� 47．1	
22 ヴァンベールシチー 牡5栗 57 F．ミナリク �友駿ホースクラブ 池上 昌和 新ひだか 幌村牧場 422－ 42：14．8� 17．5


（独）

47 コールストーム 牡5鹿 57 吉田 隼人�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 506＋ 2 〃 ハナ 20．8�

23 ワタシヲマッテル 牝4栗 54 横山 典弘小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 464＋ 6 〃 クビ 64．1�
713 ウインイノベーター 牡4鹿 56 丸山 元気�ウイン 西園 正都 新ひだか 静内白井牧場 458＋ 62：14．9� 45．9
35 ガールズバンド 牝4鹿 54 藤岡 康太 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 474－ 62：15．0� 27．7�
11 アスコットチャンプ 
6栗 57 古川 吉洋星野 �男氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 466－ 22：15．1� 127．5�
58 ピスカデーラ 牝5鹿 55 川又 賢治名古屋友豊� 池添 学 安平 ノーザンファーム 464± 02：15．2� 19．8�
46 � ベルウッドミライ 牡5黒鹿57 横山 武史鈴木 照雄氏 伊藤 大士 浦河 市川フアーム 474－ 8 〃 クビ 148．5�
34 ミッキーロイヤル 牡5鹿 57 小崎 綾也野田みづき氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 488＋ 22：15．52 132．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 39，585，300円 複勝： 55，586，100円 枠連： 21，863，800円
馬連： 86，619，900円 馬単： 37，022，500円 ワイド： 59，480，200円
3連複： 125，113，900円 3連単： 165，764，100円 計： 591，035，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 240円 � 260円 枠 連（6－7） 610円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 2，860円

ワ イ ド �� 630円 �� 700円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 4，090円 3 連 単 ��� 20，190円

票 数

単勝票数 計 395853 的中 � 83806（2番人気）
複勝票数 計 555861 的中 � 119931（2番人気）� 53731（4番人気）� 48847（5番人気）
枠連票数 計 218638 的中 （6－7） 27384（3番人気）
馬連票数 計 866199 的中 �� 40486（4番人気）
馬単票数 計 370225 的中 �� 9677（8番人気）
ワイド票数 計 594802 的中 �� 24721（4番人気）�� 21996（7番人気）�� 13094（13番人気）
3連複票数 計1251139 的中 ��� 22916（11番人気）
3連単票数 計1657641 的中 ��� 5951（49番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．9―13．1―13．1―12．6―12．4―12．2―11．6―11．5―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．9―35．8―48．9―1：02．0―1：14．6―1：27．0―1：39．2―1：50．8―2：02．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナムラドノヴァン �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2018．1．28 京都5着

2015．4．3生 牡4鹿 母 パンカティリオ 母母 Punctilious 10戦2勝 賞金 26，410，000円
※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。



02023 1月20日 曇 良 （31中京1）第2日 第11競走 ��
��1，800�第36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，30．1．20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，30．1．19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 55，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，300，000円 5，500，000円
付 加 賞 994，000円 284，000円 142，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

44 イ ン テ ィ 牡5栗 56 武 豊武田 茂男氏 野中 賢二 浦河 山下 恭茂 514－ 21：49．8 1．5�
33 チュウワウィザード 牡4青鹿56 川田 将雅中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 480＋ 31：50．12 4．8�
45 ス マ ハ マ 牡4栗 55 藤岡 佑介�山紫水明 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 538＋ 41：51．27 7．9�
710 コスモカナディアン 牡6鹿 56 丸山 元気 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 日高 アイズスタッド株式会社 500＋ 61：51．41� 32．6�
22 アスカノロマン 牡8栗 56 太宰 啓介豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 526＋ 21：51．71	 85．5	
56 アングライフェン 牡7鹿 56 
島 克駿前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496＋18 〃 ハナ 73．6

813 カ ゼ ノ コ 牡8鹿 57 小崎 綾也�嶋 孝司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 B462－ 41：51．8� 129．2�
11 グレンツェント 牡6鹿 56 F．ミナリク �シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 484＋ 61：52．01� 28．3�

（独）

69  シャイニービーム 牡7鹿 56 藤懸 貴志小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 458± 0 〃 ハナ 333．8
812 メイショウスミトモ 牡8鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 504＋161：52．21 382．1�
711 マイネルバサラ 牡6鹿 56 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 浜口牧場 476＋ 21：52．52 94．2�
57 アンジュデジール 牝5黒鹿55 横山 典弘安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 488＋ 21：53．88 7．5�
68 モルトベーネ 牡7栗 56 藤岡 康太三宅 正義氏 松永 昌博 浦河 櫛桁牧場 478＋121：54．22� 184．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 186，718，400円 複勝： 230，251，000円 枠連： 80，840，900円
馬連： 462，926，700円 馬単： 269，209，700円 ワイド： 271，296，200円
3連複： 803，855，200円 3連単： 1，713，696，900円 計： 4，018，795，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 120円 � 180円 枠 連（3－4） 280円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 400円

ワ イ ド �� 170円 �� 290円 �� 430円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 1，610円

票 数

単勝票数 計1867184 的中 � 990569（1番人気）
複勝票数 計2302510 的中 � 1138209（1番人気）� 359273（2番人気）� 158640（4番人気）
枠連票数 計 808409 的中 （3－4） 223606（1番人気）
馬連票数 計4629267 的中 �� 1140113（1番人気）
馬単票数 計2692097 的中 �� 502614（1番人気）
ワイド票数 計2712962 的中 �� 510797（1番人気）�� 219545（3番人気）�� 134509（5番人気）
3連複票数 計8038552 的中 ��� 798673（2番人気）
3連単票数 計17136969 的中 ��� 767032（2番人気）

ハロンタイム 13．0―11．2―12．7―12．3―12．3―12．4―12．4―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．2―36．9―49．2―1：01．5―1：13．9―1：26．3―1：37．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

イ ン テ ィ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 Northern Afleet デビュー 2017．4．8 阪神9着

2014．4．8生 牡5栗 母 キ テ ィ 母母 フォレストキティ 7戦6勝 賞金 104，890，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりインティ号は，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。

02024 1月20日 曇 良 （31中京1）第2日 第12競走 ��
��1，200�

お お す

大 須 特 別
発走16時00分 （ダート・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 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
1：10．0
1：08．7

重
重

12 ヒロシゲゴールド 牡4青鹿56 松田 大作�ウエストヒルズ 北出 成人 新ひだか 斉藤 正男 B470－ 41：11．4 2．9�
36 � ハニージェイド 牝5黒鹿55 川田 将雅吉田 和子氏 	島 一歩 米

John P Hicks, William D
Hart, Dr. Jerry Bilinski
& John Murdza

460＋ 41：11．93 4．5�
816 シゲルゴホウサイ 牝7鹿 55 	島 克駿森中 蕃氏 森田 直行 新冠 中央牧場 472－ 4 〃 クビ 110．5�
815 スズカグラーテ 牝5黒鹿55 長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 464－10 〃 クビ 5．4�
47 � ペルペトゥオ 牝4鹿 54 福永 祐一吉田 和美氏 中内田充正 米 Woodford

Thoroughbreds 464＋ 41：12．0
 15．5�
713 カズマペッピーノ 牡5黒鹿57 藤岡 佑介合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新冠 つつみ牧場 496＋ 21：12．1
 7．0	
59 タマモコーラス 牝5黒鹿55 太宰 啓介タマモ
 武 英智 新ひだか 曾我 博 460＋ 61：12．2
 46．1�
23 ファビラスヒーロー �6芦 57 義 英真吉田 勝利氏 野中 賢二 新ひだか 千代田牧場 486－ 4 〃 クビ 77．0�
24 � ブロンズテーラー 牝8青鹿55 柴田 未崎中西 浩一氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 470＋ 61：12．3
 46．8
510 カレンガリアード 牡4黒鹿56 武 豊鈴木 隆司氏 安田 翔伍 日高 高柳 隆男 472＋ 41：12．4クビ 7．0�
11 ナムラヒューマン 牡7芦 57 吉田 隼人奈村 信重氏 浜田多実雄 新ひだか 伊藤 和明 484± 0 〃 アタマ 107．8�
611 アッティーヴォ 牡5栗 57 古川 吉洋奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 大典牧場 452－ 4 〃 クビ 24．2�
48 スターカットダイヤ 牡5栗 57 小崎 綾也小林 仁幸氏 平田 修 千歳 社台ファーム 468＋121：12．71
 37．1�
714 カ ネ ノ イ ロ 牡6鹿 57 丸山 元気江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 476＋ 41：14．29 115．0�
35 クリノダイスーシー 牡7鹿 57 丸田 恭介栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 厚賀古川牧場 518＋ 61：14．41
 258．7�
612� キセキノオクリモノ 牡5黒鹿57 井上 敏樹�イスズ牧場 相沢 郁 浦河 イスズ牧場 460＋ 21：15．03
 142．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 67，792，200円 複勝： 87，289，200円 枠連： 28，954，900円
馬連： 135，818，600円 馬単： 54，213，600円 ワイド： 92，167，000円
3連複： 208，304，200円 3連単： 269，851，500円 計： 944，391，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 170円 � 170円 � 1，100円 枠 連（1－3） 890円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 430円 �� 3，630円 �� 4，800円

3 連 複 ��� 23，020円 3 連 単 ��� 71，240円

票 数

単勝票数 計 677922 的中 � 182362（1番人気）
複勝票数 計 872892 的中 � 150481（2番人気）� 155311（1番人気）� 14354（12番人気）
枠連票数 計 289549 的中 （1－3） 25002（1番人気）
馬連票数 計1358186 的中 �� 117817（1番人気）
馬単票数 計 542136 的中 �� 28806（1番人気）
ワイド票数 計 921670 的中 �� 61328（1番人気）�� 6174（36番人気）�� 4640（44番人気）
3連複票数 計2083042 的中 ��� 6786（72番人気）
3連単票数 計2698515 的中 ��� 2746（223番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．7―12．0―11．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―35．0―47．0―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒロシゲゴールド �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ブラックタキシード デビュー 2017．8．12 小倉1着

2015．5．6生 牡4青鹿 母 エフテーストライク 母母 イチヨシロマン 11戦3勝 賞金 33，299，000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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アンティグラビティ号・クリノレオノール号・メイショウアリソン号

３レース目



（31中京1）第2日 1月20日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 185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
厩務員出走奨励金

265，280，000円
3，890，000円
19，110，000円
2，550，000円
32，030，000円
73，929，000円
5，845，800円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
525，915，400円
781，716，600円
231，661，700円
1，056，783，500円
559，920，900円
709，568，000円
1，689，028，700円
2，900，273，200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 8，454，868，000円

総入場人員 12，836名 （有料入場人員 11，747名）
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