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02013 1月20日 晴 良 （25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）

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 ポイントキセキ 牝3栗 54 浜中 俊小林 英一氏 須貝 尚介 日高 出口牧場 506± 01：55．3 1．4�
815 リラコサージュ 牝3栗 54 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 400－ 41：55．51 8．2�
11 セカイノカナ 牝3芦 54 幸 英明泉 一郎氏 飯田 雄三 新ひだか 坂本牧場 432＋ 21：55．92� 40．8�
24 メイショウブリエ 牝3鹿 54 武 豊松本 好雄氏 本田 優 浦河 松栄牧場 418－ 61：56．75 10．8�
612 ハヤブサユウサン 牝3鹿 54 北村 友一武田 修氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド 450－ 4 〃 ハナ 32．9�
714 アモールミーオ 牝3芦 54 C．ルメール 堀 祥子氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 484± 01：57．12� 37．8	

（仏）

713 アグネスチャンス 牝3黒鹿54 小林 徹弥渡辺 孝男氏 森 秀行 浦河 高松牧場 B470＋ 41：57．2クビ 116．2

12 レアパルファム 牝3芦 54 丸田 恭介森 保彦氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 464－ 61：57．3� 25．9�
47 ソフトライム 牝3黒鹿54 横山 典弘吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 460－ 41：58．47 13．9�
23 スーパールーセント 牝3栗 54 丸山 元気 Him Rock Racing 斎藤 誠 日高 タバタファーム 410－ 41：58．61� 233．8
36 ディレットリーチェ 牝3栗 54 松山 弘平飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 486＋ 41：58．91� 11．9�
48 スーサンリラ 牝3鹿 54 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 438＋ 21：59．22 180．5�
35 ス ペ リ オ ル 牝3黒鹿54 宮崎 北斗下河辺隆行氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B476± 01：59．94 208．7�
59 ショウチシマシタ 牝3栗 54 太宰 啓介�イクタ 藤沢 則雄 新冠 村本牧場 492－ 6 〃 ハナ 267．8�
611 メリオンジョー 牝3黒鹿54 黛 弘人冨沢 敦子氏 手塚 貴久 新ひだか 矢野牧場 466＋ 42：01．6大差 524．3�
510 トーホウシラギク 牝3栃栗54 秋山真一郎東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 420＋ 82：02．23� 245．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，498，200円 複勝： 59，232，300円 枠連： 8，408，200円
馬連： 26，417，000円 馬単： 23，245，100円 ワイド： 16，684，500円
3連複： 44，742，400円 3連単： 78，015，500円 計： 274，243，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 190円 � 570円 枠 連（8－8） 520円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 250円 �� 880円 �� 2，100円

3 連 複 ��� 3，550円 3 連 単 ��� 8，620円

票 数

単勝票数 計 174982 的中 � 102489（1番人気）
複勝票数 計 592323 的中 � 418905（1番人気）� 38422（3番人気）� 8314（8番人気）
枠連票数 計 84082 的中 （8－8） 12031（2番人気）
馬連票数 計 264170 的中 �� 40633（1番人気）
馬単票数 計 232451 的中 �� 24569（2番人気）
ワイド票数 計 166845 的中 �� 20197（2番人気）�� 4322（9番人気）�� 1709（23番人気）
3連複票数 計 447424 的中 ��� 9315（14番人気）
3連単票数 計 780155 的中 ��� 6687（22番人気）

ハロンタイム 13．1―11．5―13．4―13．1―13．1―12．6―12．8―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．6―38．0―51．1―1：04．2―1：16．8―1：29．6―1：42．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ポイントキセキ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2012．7．28 札幌2着

2010．3．16生 牝3栗 母 ポイントフラッグ 母母 パストラリズム 6戦1勝 賞金 13，100，000円
〔その他〕 ディレットリーチェ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メリオンジョー号・トーホウシラギク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年2月

20日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ディレットリーチェ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年2月20日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 バプテスマ号
※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。

02014 1月20日 晴 良 （25中京1）第2日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時20分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

36 ヴァレンティーネ 牝3鹿 54 西田雄一郎佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 的場牧場 454＋ 61：13．4 17．4�
23 キクノブレイン 牡3黒鹿56 川島 信二菊池 五郎氏 野中 賢二 浦河 松田 憲一 476＋321：13．5� 11．4�
12 エリモフェザー 牝3栗 54 津村 明秀山本 慎一氏 中野 栄治 えりも エクセルマネジメント 398－ 81：13．82 14．5�
713 アスターキング 牡3栗 56 北村 友一加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 476＋ 81：13．9� 7．0�
815 サニーデイグッド 牝3青 54 小林 徹弥津村 圭一氏 目野 哲也 新ひだか 三石橋本牧場 430± 01：14．0� 111．7�
47 サーシスリーフ 牡3鹿 56 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高野 友和 日高 豊洋牧場 484＋ 21：14．2� 2．5	
48 ニホンピロマイティ 牡3黒鹿56 柴山 雄一小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 454＋ 41：14．73 37．7

11 ヤマノダイヤ 牝3青鹿54 宮崎 北斗澤村 敏雄氏 崎山 博樹 むかわ 上水牧場 466＋ 81：15．01� 279．9�
611 シゲルタテザ 牡3栗 56 川須 栄彦森中 蕃氏 梅内 忍 新ひだか 沖田 繁 496－ 21：15．1� 8．1�
612 フェブマルコ 牝3栗 54

51 ▲横山 和生釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 432－ 4 〃 クビ 361．2
59 アグネスコトブキ 牝3黒鹿54 岩田 康誠渡辺 孝男氏 森 秀行 浦河 高松牧場 426－ 61：15．52� 36．1�
714 シュンケイリ 牡3鹿 56 和田 竜二石川 博氏 安達 昭夫 新ひだか 千代田牧場 448＋ 81：15．6� 26．6�
510 マ イ ネ ロ ア 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 41：15．92 245．0�
24 ヴィラデステ 牝3鹿 54 武 豊平田 修氏 田所 秀孝 日高 佐々木 康治 466－ 21：16．11� 21．9�
816 シゲルミズガメザ 牡3鹿 56

53 ▲藤懸 貴志森中 蕃氏 加藤 敬二 日高 サンバマウン
テンファーム B492＋ 41：16．2クビ 44．6�

35 バトルレジナ 牝3芦 54 丸山 元気宮川 秋信氏 牧 光二 新冠 秋田牧場 458－101：16．51� 5．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 12，466，500円 複勝： 20，955，200円 枠連： 7，696，200円
馬連： 24，625，200円 馬単： 16，699，800円 ワイド： 13，451，600円
3連複： 35，601，300円 3連単： 52，648，300円 計： 184，144，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，740円 複 勝 � 480円 � 560円 � 420円 枠 連（2－3） 1，820円

馬 連 �� 12，790円 馬 単 �� 28，340円

ワ イ ド �� 3，700円 �� 2，240円 �� 2，540円

3 連 複 ��� 34，530円 3 連 単 ��� 275，570円

票 数

単勝票数 計 124665 的中 � 5667（7番人気）
複勝票数 計 209552 的中 � 11703（6番人気）� 9698（7番人気）� 13493（5番人気）
枠連票数 計 76962 的中 （2－3） 3121（9番人気）
馬連票数 計 246252 的中 �� 1421（38番人気）
馬単票数 計 166998 的中 �� 435（82番人気）
ワイド票数 計 134516 的中 �� 889（38番人気）�� 1486（24番人気）�� 1309（27番人気）
3連複票数 計 356013 的中 ��� 761（94番人気）
3連単票数 計 526483 的中 ��� 141（670番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―12．0―12．8―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．7―35．7―48．5―1：00．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴァレンティーネ �
�
父 デュランダル �

�
母父 Forestry デビュー 2012．10．21 東京14着

2010．5．11生 牝3鹿 母 ホワイトウォーター 母母 Colorado Song 4戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アイネクライネ号・ダイヤパッション号・ナンプー号・ロングブレーヴ号

第１回 中京競馬 第２日



02015 1月20日 晴 良 （25中京1）第2日 第3競走 ��1，800�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 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

59 スズカルーセント 牡5鹿 57 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 510＋161：52．5 3．1�
713 スペシャルザダイヤ 牡4鹿 56 C．ルメール 青山 洋一氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 500＋ 61：53．45 4．2�

（仏）

12 スプリングシーズン 牡5鹿 57 幸 英明 H.R.H．プリンセス・ハヤ 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 510＋ 4 〃 アタマ 5．5�

24 ネオスプレマシー 牡6鹿 57 秋山真一郎小林 仁幸氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B496＋101：53．82� 6．2�
510 クオリティタイム �7鹿 57 松山 弘平名古屋友豊� 小野 幸治 安平 ノーザンファーム 432－ 41：54．12 68．7�
48 ネオリアライズ �5鹿 57 川須 栄彦橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 480＋ 41：54．2� 7．7	
612 マイネアロマ 牝6黒鹿 55

52 ▲中井 裕二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 486＋ 21：54．3クビ 40．8


36 スターマイン 牡4青 56 和田 竜二�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント 480＋141：55．68 22．6�
714 ダイビングキャッチ 牡6芦 57 丹内 祐次島田 久氏 柴崎 勇 日高 今井牧場 472－ 21：55．91� 334．2�
11 	 トーアボンジョルノ 牡6鹿 57 西田雄一郎高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 536＋101：56．0� 285．3
47 	 ジパングダマシイ 牡6鹿 57 柴山 雄一西村 憲人氏 大根田裕之 日高 佐々木 直孝 494＋ 6 〃 ハナ 115．6�
35 	 リッカシェクル 牡4鹿 56 太宰 啓介立花 幸雄氏 武田 博 新冠 赤石 久夫 B406－ 71：56．32 235．2�
611 ブードゥーロア �4芦 56 浜中 俊 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 534＋ 41：56．4� 18．9�
816 キングスバーン 牡4鹿 56 横山 典弘林 正道氏 的場 均 浦河 酒井牧場 518＋ 81：56．82� 19．8�
23 ケイツークロート 牝4栗 54 黛 弘人楠本 勝美氏 高橋 義博 日高 ナカノファーム 464＋141：56．9クビ 226．0�
815	 コンシエンス 牡6鹿 57 藤岡 佑介田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 484＋ 81：59．0大差 117．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，310，000円 複勝： 26，428，200円 枠連： 7，400，600円
馬連： 27，718，800円 馬単： 18，701，500円 ワイド： 15，399，600円
3連複： 38，293，400円 3連単： 57，613，400円 計： 206，865，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 150円 � 150円 枠 連（5－7） 930円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 1，920円

ワ イ ド �� 440円 �� 530円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，120円 3 連 単 ��� 10，950円

票 数

単勝票数 計 153100 的中 � 39853（1番人気）
複勝票数 計 264282 的中 � 46276（3番人気）� 47683（1番人気）� 47460（2番人気）
枠連票数 計 74006 的中 （5－7） 5925（1番人気）
馬連票数 計 277188 的中 �� 18598（4番人気）
馬単票数 計 187015 的中 �� 7219（1番人気）
ワイド票数 計 153996 的中 �� 8880（2番人気）�� 7124（7番人気）�� 7502（6番人気）
3連複票数 計 382934 的中 ��� 13371（6番人気）
3連単票数 計 576134 的中 ��� 3884（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―36．6―49．2―1：01．7―1：14．6―1：27．7―1：40．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F37．9
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズカルーセント �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2011．3．27 小倉14着

2008．4．28生 牡5鹿 母 ルネッサンスファウンド 母母 Go First Class 11戦2勝 賞金 17，920，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コンシエンス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ニシノフェミニン号
（非抽選馬） 1頭 フォルトファーレン号
※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。

02016 1月20日 晴 良 （25中京1）第2日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走11時20分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

714 ジャスティシア 牝4鹿 54
52 △西村 太一�ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム 448＋ 41：13．2 13．2�

35 キャロルロゼ 牝6鹿 55 飯田 祐史�髙昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 488＋ 81：13．3� 12．4�
612 フェアリーライン 牝4鹿 54 浜中 俊 �キャロットファーム 池上 昌弘 安平 追分ファーム 544＋ 4 〃 クビ 4．8�
47 テングジョウ 牝8鹿 55 丸田 恭介中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 472± 01：13．4� 38．1�
11 スノークラフト 牝4芦 54 C．ルメール 鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 61：13．71� 3．0�

（仏）

611 ワキノネクサス 牝4鹿 54 松山 弘平脇山 良之氏 村山 明 新ひだか 広田牧場 430－12 〃 ハナ 14．4	
12 ラベンダーカラー 牝5黒鹿 55

52 ▲藤懸 貴志青芝商事
 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 444± 01：13．8クビ 7．1�
24 アラマサスチール 牝5鹿 55 的場 勇人�アラキファーム 阿部 新生 新冠 アラキフアーム 468＋ 2 〃 ハナ 358．5�
713 クラウンリバー 牝5鹿 55 上野 翔矢野 悦三氏 松永 康利 宮崎 田上 勝雄 486－ 2 〃 ハナ 191．9
59 ジ ル コ ニ ア 牝6栗 55 宮崎 北斗下河�行雄氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 492－ 61：13．9� 8．2�
23 グローリーステップ 牝6鹿 55

52 ▲横山 和生 �社台レースホース黒岩 陽一 安平 追分ファーム 478＋ 81：14．0� 94．8�
816 ウエスタンハピネス 牝5鹿 55 藤岡 佑介西川 賢氏 西園 正都 新ひだか 北西牧場 492± 01：14．21 21．7�
48 ハルシュタット 牝4鹿 54

51 ▲菱田 裕二 �キャロットファーム 清水 出美 安平 ノーザンファーム 452－241：14．51� 62．0�
510 キボウダクリチャン 牝4栗 54 丹内 祐次栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 猿橋 義昭 456＋ 41：14．82 255．0�
36 トーセンスタッフ 牝5黒鹿55 幸 英明島川 �哉氏 中川 公成 新ひだか 岡田牧場 458＋ 21：15．33 14．3�
815 ラストウィッシュ 牝4鹿 54 岩田 康誠吉田 和美氏 尾関 知人 洞爺湖 メジロ牧場 444－181：16．57 24．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，923，600円 複勝： 29，376，300円 枠連： 11，662，500円
馬連： 31，009，700円 馬単： 20，738，100円 ワイド： 17，188，200円
3連複： 46，693，700円 3連単： 76，565，300円 計： 250，157，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，320円 複 勝 � 270円 � 380円 � 220円 枠 連（3－7） 3，660円

馬 連 �� 8，580円 馬 単 �� 18，530円

ワ イ ド �� 2，970円 �� 1，450円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 19，730円 3 連 単 ��� 158，730円

票 数

単勝票数 計 169236 的中 � 10132（6番人気）
複勝票数 計 293763 的中 � 29704（5番人気）� 18562（7番人気）� 38310（3番人気）
枠連票数 計 116625 的中 （3－7） 2356（14番人気）
馬連票数 計 310097 的中 �� 2669（35番人気）
馬単票数 計 207381 的中 �� 826（75番人気）
ワイド票数 計 171882 的中 �� 1399（39番人気）�� 2948（17番人気）�� 3126（16番人気）
3連複票数 計 466937 的中 ��� 1747（82番人気）
3連単票数 計 765653 的中 ��� 356（554番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―12．0―12．8―12．1―12．8

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャスティシア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2012．1．14 京都2着

2009．2．27生 牝4鹿 母 クロッサンドラ 母母 シクレノンビオス 7戦2勝 賞金 14，850，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ボストンサクラ号
※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。



02017 1月20日 晴 良 （25中京1）第2日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11時50分 （芝・左）

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

中央レコード
1：20．0
1：19．0

良
良

714 ケイアイヴァーゲ 牡3鹿 56 和田 竜二亀田 和弘氏 白井 寿昭 浦河 日進牧場 440＋ 21：22．7 16．6�
715 ケイアイアラシ 牡3栗 56 丸田 恭介亀田 和弘氏 田村 康仁 浦河 富田牧場 498－ 41：22．8� 4．1�
35 キタサンイナズマ 牡3青鹿56 横山 典弘�大野商事 昆 貢 新冠 村田牧場 486＋ 4 〃 ハナ 6．9�
510 ジンセイハオマツリ 牡3黒鹿56 浜中 俊小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 478－ 41：23．01� 13．1�
11 デンコウリキ 牡3黒鹿56 武 幸四郎田中 康弘氏 小野 幸治 様似 中脇 一幸 492± 01：23．1クビ 4．1�
713 デンコウスカイ 牝3鹿 54 幸 英明田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 470± 01：23．2� 16．9	
24 ペリドットムーン 牡3鹿 56 津村 明秀星野 壽市氏 相沢 郁 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 61：23．3クビ 14．4

12 オスカルアンドラス 牡3鹿 56 C．ルメール �ターフ・スポート加藤 征弘 浦河 市川フアーム 472－ 4 〃 ハナ 10．5�

（仏）

48 ア ス カ メ イ 牝3鹿 54 丸山 元気上野 武氏 本間 忍 新ひだか 片山牧場 486＋ 2 〃 クビ 112．9�
36 カーヴィシャス 牝3黒鹿54 岩田 康誠 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 448－ 41：24．04 10．8
59 マイネライムライト 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 天間 昭一 新冠 コスモヴューファーム 428－ 2 〃 クビ 14．0�
817 サトノピアー 牡3青鹿56 的場 勇人里見 治氏 的場 均 安平 追分ファーム 490－ 21：24．21 15．7�
816 キャノンボール �3栗 56 柴山 雄一�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 450－ 61：24．41� 208．4�
23 ダイメイホーム 牡3栗 56 西田雄一郎宮本 孝一氏 本間 忍 浦河 梅田牧場 490－ 21：24．61� 388．4�
612 メローアップル 牝3鹿 54

52 △西村 太一�下河辺牧場 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 430＋ 4 〃 クビ 354．9�
611 パルテンツァ 牝3青鹿54 松山 弘平伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン

牧場 404－121：25．02� 100．5�
818 デンコウシラヌイ 牡3鹿 56 太宰 啓介田中 康弘氏 坂口 正則 平取 コアレススタッド 446＋281：25．2� 150．7�

（17頭）
47 ウインドエーデル 牡3鹿 56

53 ▲菱田 裕二福原 正博氏 鈴木 孝志 新ひだか 岡田スタツド ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 17，740，600円 複勝： 32，772，400円 枠連： 14，541，700円
馬連： 34，967，200円 馬単： 21，241，800円 ワイド： 18，423，700円
3連複： 50，680，100円 3連単： 72，076，300円 計： 262，443，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，660円 複 勝 � 440円 � 150円 � 250円 枠 連（7－7） 1，320円

馬 連 �� 2，850円 馬 単 �� 7，000円

ワ イ ド �� 980円 �� 2，490円 �� 570円

3 連 複 ��� 8，230円 3 連 単 ��� 70，090円

票 数

単勝票数 差引計 177406（返還計 171） 的中 � 8449（10番人気）
複勝票数 差引計 327724（返還計 178） 的中 � 15137（10番人気）� 78607（1番人気）� 31417（3番人気）
枠連票数 差引計 145417（返還計 4 ） 的中 （7－7） 8169（7番人気）
馬連票数 差引計 349672（返還計 675） 的中 �� 9067（11番人気）
馬単票数 差引計 212418（返還計 593） 的中 �� 2240（31番人気）
ワイド票数 差引計 184237（返還計 596） 的中 �� 4639（12番人気）�� 1731（37番人気）�� 8487（2番人気）
3連複票数 差引計 506801（返還計 2591） 的中 ��� 4548（23番人気）
3連単票数 差引計 720763（返還計 3344） 的中 ��� 759（274番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．2―34．5―46．3―58．4―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイヴァーゲ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2012．12．8 阪神2着

2010．3．19生 牡3鹿 母 イ ソ シ ギ 母母 テ ン ド ラ ー 3戦1勝 賞金 8，300，000円
〔出走取消〕 ウインドエーデル号は，疾病〔左寛跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 ケイアイヴァーゲ号の騎手和田竜二は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：10番・

2番）
※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 コスモロックダンス号
（非抽選馬） 1頭 ガロファニーノ号
※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 晴 良 （25中京1）第2日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時40分 （芝・左）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
2：00．4
1：56．1

良
良

11 ディープストーリー 牝3青 54 浜中 俊有限会社シルク藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 434 ―2：04．4 1．6�
48 キョウエイリリック 牝3鹿 54 丸田 恭介田中 晴夫氏 伊藤 伸一 新ひだか 藤沢牧場 488 ―2：04．5� 90．8�
12 ルミアージュ 牝3栗 54 幸 英明 �サンデーレーシング 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 502 ― 〃 クビ 5．8�
714 エーシンカオルーン 牡3黒鹿56 岩田 康誠�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 478 ―2：04．71� 17．4�
715 エーシンアプローズ 牡3黒鹿56 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 浦河 まるとみ冨岡牧場 494 ―2：05．01� 62．2	
23 アドマイヤライン 牡3青鹿56 丸山 元気近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 440 ―2：05．1クビ 12．6

36 タガノレイサッシュ 牡3黒鹿56 北村 友一八木 良司氏 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476 ― 〃 アタマ 29．0�
35 ディアリヴァル 牝3青鹿54 藤岡 佑介ディアレスト 水野 貴広 新ひだか 大典牧場 454 ―2：05．2クビ 165．8�
59 エーブドラエモン 牡3鹿 56 柴山 雄一 �レーシングホース

ジャパン 清水 英克 新ひだか 出羽牧場 452 ― 〃 ハナ 50．8
816 シ ョ ー グ ン 牡3鹿 56 横山 典弘 H.H．シェイク・ハムダン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 620 ―2：05．41	 50．5�
47 スマートパスポート 牝3鹿 54 武 豊大川 徹氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 424 ― 〃 クビ 19．9�
611 マルイチワンダー 牡3栗 56

53 ▲菱田 裕二小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 浦新 徳司 458 ―2：05．61� 267．9�
510 ライブリーゲイト 牡3栗 56 丹内 祐次名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 464 ―2：05．7� 216．7�
612 テイエムオールエー 牡3栗 56 川須 栄彦竹園 正繼氏 柴田 光陽 新ひだか 佐藤 陽一 444 ―2：05．91	 19．9�
713 トップブラボー 牡3芦 56 和田 竜二�コオロ 庄野 靖志 新冠 ヒカル牧場 500 ―2：06．0� 41．6�
817 トーホウスズラン 牝3栗 54 川島 信二東豊物産� 崎山 博樹 日高 竹島 幸治 420 ―2：06．53 162．9�
24 スズカアルプス 牡3栗 56 松山 弘平永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 444 ―2：06．71	 128．4�
818 トレードウィンド 牡3鹿 56 C．ルメール H.R.H．プリンセス・ハヤ 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506 ―2：07．44 15．3�
（仏）

（18頭）

売 得 金
単勝： 19，712，900円 複勝： 31，914，400円 枠連： 10，797，600円
馬連： 24，492，000円 馬単： 21，603，300円 ワイド： 14，647，800円
3連複： 35，181，600円 3連単： 65，849，900円 計： 224，199，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 1，530円 � 160円 枠 連（1－4） 960円

馬 連 �� 9，030円 馬 単 �� 10，830円

ワ イ ド �� 3，040円 �� 250円 �� 5，650円

3 連 複 ��� 13，920円 3 連 単 ��� 77，890円

票 数

単勝票数 計 197129 的中 � 99212（1番人気）
複勝票数 計 319144 的中 � 170701（1番人気）� 2170（14番人気）� 40059（2番人気）
枠連票数 計 107976 的中 （1－4） 8383（5番人気）
馬連票数 計 244920 的中 �� 2002（26番人気）
馬単票数 計 216033 的中 �� 1473（27番人気）
ワイド票数 計 146478 的中 �� 1054（30番人気）�� 17962（1番人気）�� 560（58番人気）
3連複票数 計 351816 的中 ��� 1866（45番人気）
3連単票数 計 658499 的中 ��� 624（191番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．3―36．9―49．5―1：02．0―1：14．8―1：27．6―1：40．0―1：52．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F36．8
1
3

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

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

ディープストーリー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Editor’s Note 初出走

2010．3．27生 牝3青 母 リードストーリー 母母 Gwenjinsky 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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 サトノトレジャー号・ミストラルシャワー号
※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。



02019 1月20日 晴 良 （25中京1）第2日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時10分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，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
1：22．5
1：21．5

良
不良

612� カネトシイナーシャ 牡5黒鹿57 田中 健兼松 利男氏 白井 寿昭 米 JMJ Racing
Stables, LLC 480－ 41：25．2 3．3�

35 ルミナススカイ 牡4黒鹿56 丸田 恭介小林 久義氏 中川 公成 日高 エンドレス
ファーム 476＋ 21：25．62	 13．7�

611� バルダメンテ 牡4青鹿56 岩田 康誠前田 幸治氏 和田正一郎 米 Marion G.
Montanari 512＋ 81：26．34 5．4�

23 サンクフルネス 牡4青 56 北村 友一小林竜太郎氏 沖 芳夫 日高 いとう牧場 462＋ 6 〃 ハナ 5．8�
815 マッシヴヒーロー 牡4鹿 56 松山 弘平小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 カミイスタット 456＋ 2 〃 クビ 40．6�
713� エーシンバサラ 牡5青鹿57 和田 竜二�栄進堂 中尾 秀正 米 Cloyce

Clark Jr. 562－ 2 〃 ハナ 4．8	
59 
 クレバーアレース 牡4鹿 56 丸山 元気
岡崎牧場 小西 一男 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 464± 01：26．93	 110．0�
12 リッカスウィープ 牡6鹿 57 幸 英明立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 佐々木 貴博 488－ 21：27．0	 35．5�
48 ク ナ ン ガ ン 牝6黒鹿55 上野 翔坂田 行夫氏 高市 圭二 日高 いとう牧場 494－ 2 〃 クビ 261．7
11 アイアンラチェット 牡6黒鹿 57

54 ▲藤懸 貴志池上 一馬氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 500＋14 〃 ハナ 20．9�
36 トーホウサターン 牡4青鹿56 柴山 雄一東豊物産� 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 498＋181：27．1クビ 51．5�
24 
 サンライズサルーテ 牡5鹿 57 丹内 祐次松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 454＋ 81：27．84 10．9�
510 ク リ ム ゾ ン 牡4鹿 56

53 ▲長岡 禎仁田原 邦男氏 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B462± 01：28．22	 16．1�

47 
 アメイズリー 牡4黒鹿 56
53 ▲横山 和生武田 茂男氏 野中 賢二 浦河 山下 恭茂 484－ 91：28．3� 57．9�

714 カバリノランパンテ 牡4栗 56
53 ▲山崎 亮誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 土田 稔 日高 天羽 禮治 B474＋ 41：28．93	 216．6�
816�
 ゴールドユソネット 牝5栗 55 西田雄一郎横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 豪 Arrowfield Pas-

toral Pty Ltd 446－261：29．0� 115．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 13，413，500円 複勝： 24，090，200円 枠連： 9，776，700円
馬連： 27，279，300円 馬単： 17，692，700円 ワイド： 14，574，400円
3連複： 39，301，400円 3連単： 61，118，600円 計： 207，246，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 250円 � 190円 枠 連（3－6） 1，520円

馬 連 �� 3，270円 馬 単 �� 5，710円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 390円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 6，030円 3 連 単 ��� 28，960円

票 数

単勝票数 計 134135 的中 � 32229（1番人気）
複勝票数 計 240902 的中 � 59460（1番人気）� 21351（5番人気）� 31474（4番人気）
枠連票数 計 97767 的中 （3－6） 4752（6番人気）
馬連票数 計 272793 的中 �� 6169（12番人気）
馬単票数 計 176927 的中 �� 2289（19番人気）
ワイド票数 計 145744 的中 �� 3262（12番人気）�� 10396（3番人気）�� 2416（20番人気）
3連複票数 計 393014 的中 ��� 4812（19番人気）
3連単票数 計 611186 的中 ��� 1558（73番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．6―12．7―13．2―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．7―47．4―1：00．6―1：12．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�カネトシイナーシャ �
�
父 Tapit �

�
母父 Storm Cat デビュー 2011．4．10 小倉5着

2008．3．17生 牡5黒鹿 母 Wednesday’s Child 母母 Bashful Charmer 14戦3勝 賞金 31，050，000円
〔発走状況〕 アメイズリー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アメイズリー号は，平成25年1月21日から平成25年2月10日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
※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 リズミックビート号・ロードエストレーラ号

02020 1月20日 晴 良 （25中京1）第2日 第8競走 ��2，000�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
2：00．4
1：56．1

良
良

35 コアレスドラード 牡5栗 57 武 豊小林 昌志氏 五十嵐忠男 日高 原田牧場 452± 02：02．4 10．4�
36 アドマイヤバラード 牡4栗 56 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 522＋ 22：02．61� 2．1�
12 トーセンギャラリー 牡4鹿 56 北村 友一島川 �哉氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 486－ 4 〃 クビ 6．3�
59 ダノンキャスケード 牡4鹿 56 秋山真一郎�ダノックス 松田 国英 千歳 社台ファーム 434＋ 42：02．91� 23．3�
47 サングヒーロー 牡4黒鹿 56

53 ▲菱田 裕二金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 470± 02：03．0� 8．5	

611 ウエスタンディオ 牡6鹿 57
54 ▲横山 和生西川 賢氏 千田 輝彦 新ひだか 北西牧場 478＋ 42：03．21� 86．7


714 スマッシュスマイル 牡5栃栗 57
54 ▲中井 裕二 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 494＋ 8 〃 クビ 13．1�

715 ウインサーガ �4黒鹿56 C．ルメール�ウイン 池江 泰寿 新冠 村上 欽哉 468－ 4 〃 ハナ 12．4
（仏）

11 トキノサコン 牡5栗 57
54 ▲平野 優田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川上 悦夫 488± 02：03．3クビ 124．6�

713 ゲットハッピー 牡5黒鹿57 幸 英明�ターフ・スポート中竹 和也 新ひだか 佐藤 陽一 474＋162：03．4	 55．1�
23 スプリングパリオ 牡4鹿 56 松山 弘平加藤 春夫氏 堀 宣行 白老 習志野牧場 484＋122：03．5	 20．8�
818 レッドシェリフ 牡5栗 57 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 504－ 2 〃 アタマ 15．7�
510 エクセレントブルー 牝5鹿 55

53 △西村 太一 �ブルーマネジメント森 秀行 新冠 川上牧場 480＋ 92：03．6	 143．0�
48 リ ン ト ス 牝4黒鹿54 浜中 俊林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 432＋ 42：03．7	 158．8�
817 コスモオアシス 牝4鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 422＋ 42：04．12	 158．7�
612
 サンマルダーム 牝4栗 54 和田 竜二相馬 勇氏 佐藤 吉勝 むかわ 真壁 信一 434－ 82：04．41� 243．1�
816 キョウエイプラウド 牡5鹿 57 宮崎 北斗田中 晴夫氏 藤原 辰雄 新ひだか 田湯牧場 508＋ 22：04．61� 385．5�
24 キタサンパイロット 牡4鹿 56 藤岡 佑介�大野商事 清水 久詞 新ひだか 木田 祐博 468－ 62：04．7� 44．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，791，600円 複勝： 37，984，100円 枠連： 13，098，000円
馬連： 41，720，600円 馬単： 27，140，100円 ワイド： 21，643，000円
3連複： 58，317，200円 3連単： 93，711，100円 計： 316，405，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 210円 � 110円 � 180円 枠 連（3－3） 880円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 2，660円

ワ イ ド �� 360円 �� 890円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，530円 3 連 単 ��� 11，560円

票 数

単勝票数 計 227916 的中 � 17418（4番人気）
複勝票数 計 379841 的中 � 35904（3番人気）� 131300（1番人気）� 45199（2番人気）
枠連票数 計 130980 的中 （3－3） 11086（5番人気）
馬連票数 計 417206 的中 �� 39666（2番人気）
馬単票数 計 271401 的中 �� 7548（10番人気）
ワイド票数 計 216430 的中 �� 15072（2番人気）�� 5291（8番人気）�� 21728（1番人気）
3連複票数 計 583172 的中 ��� 28184（1番人気）
3連単票数 計 937111 的中 ��� 5983（20番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―12．5―13．0―12．9―12．1―12．2―12．2―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．2―36．7―49．7―1：02．6―1：14．7―1：26．9―1：39．1―1：50．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．5
1
3

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

勝馬の
紹 介

コアレスドラード �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Bellotto デビュー 2011．1．8 京都7着

2008．3．14生 牡5栗 母 ラスブライティア 母母 Rass Dancer 22戦3勝 賞金 47，676，000円
※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。
（非当選馬） 1頭 パリソワール号
（非抽選馬） 2頭 サンライズトリプル号・メイショウミルキー号
※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。



02021 1月20日 晴 良 （25中京1）第2日 第9競走 ��
��1，600�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
1：32．8
1：30．7

良
良

816 カ ロ ッ サ ル 牡4鹿 56 北村 友一岡田 牧雄氏 松永 昌博 平取 びらとり牧場 492＋ 61：34．3 4．0�
714 トシザグレイト 牡4鹿 56

53 ▲原田 和真上村 叶氏 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 464＋ 21：34．4� 14．1�
47 ゼフィランサス 牝5青 55 松田 大作�村田牧場 昆 貢 新冠 村田牧場 B434－ 81：34．71	 17．8�
612 マイネルナタリス 牡6黒鹿57 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 472＋ 4 〃 ハナ 44．3�
24 ク ロ ー チ ェ 牡4栗 56 岩田 康誠 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 526± 01：35．02 3．5	
713 エメラルドヴァレー 牝5青鹿55 川須 栄彦吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 424＋ 41：35．21� 28．8

48 レッドアーヴィング 
4栗 56 横山 典弘 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 480－ 81：35．41� 19．9�
59 フリーアズアバード 牡5鹿 57

55 △西村 太一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 金成 貴史 浦河 日進牧場 B480＋ 8 〃 ハナ 33．6�

36 � シベリアンスパーブ 牡4鹿 56 丸田 恭介藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 494± 01：35．5クビ 43．7
510� コスモソウタ 牡4鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 新冠 タニグチ牧場 476＋ 61：35．71� 35．9�
11 フ ィ エ ロ 牡4青鹿56 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 502＋ 4 〃 ハナ 3．7�
12 ラヴァーズキッス 牝5栗 55 秋山真一郎 �キャロットファーム 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 456－ 21：36．02 50．2�
611 ダノンドリーム 牡4青鹿56 丸山 元気�ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 460－ 21：36．1クビ 13．2�
35 �� エーシンドクトル 牡4鹿 56 田中 健�栄進堂 坂口 正則 英

Denford Stud
and Balmerino
Bloodstock

492－ 9 〃 アタマ 214．4�
23 � キングズクエスト 
4栗 56

53 ▲菱田 裕二岡田 壮史氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 442－11 〃 アタマ 82．9�
815 エーシンフルマーク 牡4栗 56 幸 英明�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 500＋121：37．37 42．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，880，200円 複勝： 35，607，200円 枠連： 14，494，900円
馬連： 47，898，900円 馬単： 31，496，100円 ワイド： 23，929，200円
3連複： 68，292，100円 3連単： 121，504，200円 計： 366，102，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 320円 � 470円 枠 連（7－8） 1，350円

馬 連 �� 3，150円 馬 単 �� 4，700円

ワ イ ド �� 770円 �� 1，120円 �� 2，210円

3 連 複 ��� 10，950円 3 連 単 ��� 48，060円

票 数

単勝票数 計 228802 的中 � 45292（3番人気）
複勝票数 計 356072 的中 � 71491（2番人気）� 26650（4番人気）� 16764（6番人気）
枠連票数 計 144949 的中 （7－8） 7960（5番人気）
馬連票数 計 478989 的中 �� 11240（10番人気）
馬単票数 計 314961 的中 �� 4946（12番人気）
ワイド票数 計 239292 的中 �� 7962（5番人気）�� 5278（9番人気）�� 2583（22番人気）
3連複票数 計 682921 的中 ��� 4605（31番人気）
3連単票数 計1215042 的中 ��� 1866（130番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．6―12．0―12．1―11．9―11．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．2―34．8―46．8―58．9―1：10．8―1：22．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．4

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カ ロ ッ サ ル �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2011．11．13 京都2着

2009．5．29生 牡4鹿 母 レ オ コ マ チ 母母 ローズレッド 13戦2勝 賞金 26，398，000円
※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 タガノリバレンス号・トウショウレイザー号・ラインロバート号

02022 1月20日 晴 良 （25中京1）第2日 第10競走 ��
��1，200�

がまごおり

蒲 郡 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 525，000円 150，000円 75，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：06．5

重
良

714 シャドウエミネンス 牡5栗 57 C．ルメール 飯塚 知一氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 470＋ 81：10．7 6．9�
（仏）

713 ユキノアイオロス �5鹿 57 柴山 雄一井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 470－ 21：10．91	 30．6�
510
 サウンドマンデュロ 牡4青鹿56 浜中 俊増田 雄一氏 佐藤 正雄 英 Denford

Stud Ltd 476＋20 〃 クビ 10．5�
612 テイエムジョニクロ 牡5黒鹿57 菱田 裕二竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 惣田 英幸 B484＋141：11．0� 50．6�
715 クラウンエンビー 牡4栗 56 西田雄一郎矢野 悦三氏 日吉 正和 鹿児島 小園 孝一 454－ 2 〃 ハナ 46．3�
11 � レディオスソープ 牝5栗 55 横山 典弘大島 昌也氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 490＋201：11．1クビ 3．2�
36 ユキノサイレンス 牡6鹿 57 中井 裕二ロイヤルパーク 領家 政蔵 日高 浜本牧場 472－ 41：11．31 26．6	
611 チェリービスティー 牝5栗 55 川須 栄彦備前島敏子氏 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 444＋10 〃 ハナ 14．7

59 メジロソフィア 牝6鹿 55 和田 竜二岩﨑 伸道氏 栗田 博憲 洞爺湖 メジロ牧場 434＋ 6 〃 クビ 113．9�
47 エーティーランボー 牡5鹿 57 藤岡 佑介荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 482＋121：11．4	 32．7�
24 エレガントタイム 牝4黒鹿54 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 新冠 川上牧場 428＋ 4 〃 ハナ 30．2
35 メイショウアキシノ 牝4鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 富田牧場 442－ 21：11．5	 9．5�
816 メイショウコウボウ 牡4黒鹿56 松山 弘平松本 好雄氏 佐山 優 浦河 赤田牧場 466± 01：11．71 6．7�
48 ホットサマーデイ 牝5鹿 55 太宰 啓介藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 山岡牧場 462＋ 4 〃 クビ 10．1�
12 � ヒミノミズキ 牝5栗 55 幸 英明佐々木八郎氏 坪 憲章 日高 福満牧場 466－131：11．91 34．6�
23 ニ ケ 牝4黒鹿54 松田 大作畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 480＋20 〃 ハナ 137．1�
818 ウインジェラルド 牡6栗 57 川島 信二�ウイン 武市 康男 新冠 村上 欽哉 480＋ 81：12．11 81．7�
817 ピーエムヘクター 牡5鹿 57 津村 明秀松山 毅氏 和田正一郎 安平 追分ファーム 488＋301：12．41� 20．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，763，700円 複勝： 31，324，300円 枠連： 20，043，400円
馬連： 60，704，800円 馬単： 36，757，400円 ワイド： 26，760，500円
3連複： 89，500，500円 3連単： 156，399，500円 計： 444，254，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 240円 � 620円 � 350円 枠 連（7－7） 3，970円

馬 連 �� 7，320円 馬 単 �� 15，340円

ワ イ ド �� 2，430円 �� 1，050円 �� 3，840円

3 連 複 ��� 21，210円 3 連 単 ��� 134，690円

票 数

単勝票数 計 227637 的中 � 26192（3番人気）
複勝票数 計 313243 的中 � 39122（2番人気）� 11773（10番人気）� 23583（6番人気）
枠連票数 計 200434 的中 （7－7） 3727（21番人気）
馬連票数 計 607048 的中 �� 6128（29番人気）
馬単票数 計 367574 的中 �� 1769（59番人気）
ワイド票数 計 267605 的中 �� 2687（30番人気）�� 6524（7番人気）�� 1680（52番人気）
3連複票数 計 895005 的中 ��� 3115（72番人気）
3連単票数 計1563995 的中 ��� 857（424番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．3―11．9―11．2―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―24．1―36．4―48．3―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャドウエミネンス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2010．12．26 阪神1着

2008．2．20生 牡5栗 母 エミネントピークス 母母 グレイエミネンス 15戦2勝 賞金 25，167，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の15頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）15頭 アースツリー号・エクスクライム号・クレムリンシチー号・クロンドローリエ号・シベリアンソアー号・

スズカサクセス号・ダノンカスガ号・ツキミハナミ号・ナガレボシイチバン号・ニュアージゲラン号・
ブラックウィドー号・マックスストレイン号・ラブグランデー号・ラポール号・ワンダードレッシー号

※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。



02023 1月20日 晴 良 （25中京1）第2日 第11競走 ��
��1，800�第30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，24．1．21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，24．1．20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 51，000，000円 20，000，000円 13，000，000円 7，700，000円 5，100，000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

815 グレープブランデー 牡5黒鹿57 C．ルメール �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム B532＋ 61：51．0 6．6�
（仏）

59 ナムラタイタン 牡7栗 56 柴山 雄一奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 524＋ 31：51．53 19．7�
36 ホッコータルマエ 牡4鹿 55 幸 英明矢部 幸一氏 西浦 勝一 浦河 市川フアーム 494＋ 81：51．6� 2．8�
11 ソリタリーキング 牡6黒鹿57 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 470＋ 4 〃 クビ 19．7�
24 グランドシチー 牡6鹿 56 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 幌村牧場 486－ 8 〃 ハナ 4．9	
713 ミラクルレジェンド 牝6栗 54 岩田 康誠吉田 照哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 448＋ 6 〃 ハナ 13．5

12 ハートビートソング 牡6栗 56 藤岡 佑介 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 520－ 21：51．81	 6．1�
714 アイファーソング 牡5青鹿56 川須 栄彦中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 静内山田牧場 504＋121：52．33 32．8�
816 フリートストリート 牡4芦 55 和田 竜二 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496＋ 4 〃 ハナ 104．4
23 ヤマニンキングリー 牡8栗 56 武 豊土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 514＋181：52．4� 42．9�
47 
 メダリアビート 牡7黒鹿56 秋山真一郎門野 重雄氏 岡田 稲男 米 Hobby Horse

Farm, Inc. 476± 01：52．5� 302．1�
510 タカオノボル 牡5黒鹿56 松田 大作櫻井 龍蔵氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 B438± 01：52．71	 41．4�
48 サイレントメロディ 牡6青 56 横山 典弘 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 492－ 51：52．8クビ 11．6�
35 オースミイチバン 牡4栗 56 川島 信二�オースミ 荒川 義之 浦河 鮫川 啓一 518＋ 51：53．33 82．8�
612 バックトゥジエース 牡6栗 56 武 幸四郎吉岡 泰治氏 須貝 尚介 日高 庄野牧場 538＋ 21：53．51	 88．1�
611� バトルドンジョン 牡6栗 56 太宰 啓介宮川 秋信氏 本田 優 浦河 高岸 順一 484－ 21：58．3大差 90．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 117，383，100円 複勝： 183，437，600円 枠連： 85，414，800円
馬連： 469，489，300円 馬単： 236，363，000円 ワイド： 164，511，200円
3連複： 710，161，100円 3連単： 1，316，956，300円 計： 3，283，716，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 200円 � 410円 � 130円 枠 連（5－8） 3，750円

馬 連 �� 6，030円 馬 単 �� 10，070円

ワ イ ド �� 1，800円 �� 380円 �� 900円

3 連 複 ��� 4，430円 3 連 単 ��� 33，790円

票 数

単勝票数 計1173831 的中 � 140578（4番人気）
複勝票数 計1834376 的中 � 219576（3番人気）� 82763（7番人気）� 545078（1番人気）
枠連票数 計 854148 的中 （5－8） 16833（18番人気）
馬連票数 計4694893 的中 �� 57513（21番人気）
馬単票数 計2363630 的中 �� 17328（37番人気）
ワイド票数 計1645112 的中 �� 20918（21番人気）�� 118280（2番人気）�� 43793（8番人気）
3連複票数 計7101611 的中 ��� 118562（12番人気）
3連単票数 計13169563 的中 ��� 28768（93番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．4―12．2―12．2―12．4―13．0―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―36．0―48．2―1：00．4―1：12．8―1：25．8―1：38．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グレープブランデー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ デビュー 2010．9．26 阪神2着

2008．4．11生 牡5黒鹿 母 ワインアンドローズ 母母 ランフォアロージス 14戦5勝 賞金 154，349，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔制裁〕 グランドシチー号の騎手津村明秀は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：2番）
※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。
（非抽選馬） 4頭 スズジュピター号・スタッドジェルラン号・フリソ号・ボレアス号
※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。

02024 1月20日 晴 良 （25中京1）第2日 第12競走 ��
��1，400�

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，24．1．21以降25．1．14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 12，800，000円 5，100，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，280，000円
付 加 賞 483，000円 138，000円 69，000円 � コースレコード

中央レコード
1：22．5
1：21．5

良
不良

713 ホクセツキングオー 牡6鹿 56 和田 竜二平島 尚武氏 白井 寿昭 新ひだか 藤巻 則弘 508± 01：23．7 12．4�
47 オールブラックス 牡4鹿 54 浜中 俊近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 492＋ 41：24．65 4．5�
611 スズカセクレターボ 牡5栗 56 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 474＋12 〃 アタマ 3．1�
48 トップオブザヘヴン 牝6黒鹿52 黛 弘人�グランド牧場 本田 優 新ひだか グランド牧場 478＋ 21：24．81� 81．1�
59 ローレルレガリス 牡7鹿 54 秋山真一郎 �ローレルレーシング 今野 貞一 新冠 川島牧場 472＋ 41：24．9クビ 108．5	
12 バ ル ー ン 牡6鹿 56 C．ルメール 白井 岳氏 矢野 英一 日高 白瀬 明 B492－ 4 〃 クビ 11．2


（仏）

11 ヤマタケディガー 牡7栗 55 丸山 元気山中 佳代氏 根本 康広 日高 今井牧場 466－ 41：25．21� 36．1�
816 タガノプリンス 牡5鹿 54 太宰 啓介八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B472＋ 21：25．3クビ 68．2�
35 ライブリシーラ 牡6栗 53 松田 大作加藤 哲郎氏 佐山 優 厚真 大川牧場 508＋ 2 〃 ハナ 243．6
714 コーリンギデオン 牡4鹿 53 横山 典弘伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 472－ 4 〃 ハナ 10．6�
510	 リバースターリング 牡5栗 53 宮崎 北斗河越 武治氏 作田 誠二 日高 豊洋牧場 476－ 61：25．4クビ 356．4�
24 ブロックコード 牡5青鹿55 丸田 恭介�ターフ・スポート宗像 義忠 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 492＋ 21：25．5
 5．3�
23 マイネルレガーロ 牡6黒鹿53 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム 534＋ 2 〃 クビ 119．6�
815 コウエイロックオン 牡4鹿 52 西田雄一郎西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム 500－ 21：25．71� 284．7�
36 サトノティアラ 牝5鹿 53 幸 英明里見 治氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 458＋ 81：26．65 22．6�
612� コリンブレッセ 牡4鹿 54 松山 弘平林 正道氏 吉田 直弘 米 Caroline C

Stautberg 494－ 21：27．45 7．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 41，286，700円 複勝： 59，478，900円 枠連： 26，021，400円
馬連： 99，295，600円 馬単： 56，366，600円 ワイド： 43，057，800円
3連複： 133，163，000円 3連単： 242，263，400円 計： 700，933，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 300円 � 160円 � 140円 枠 連（4－7） 1，170円

馬 連 �� 2，920円 馬 単 �� 6，060円

ワ イ ド �� 910円 �� 550円 �� 300円

3 連 複 ��� 3，010円 3 連 単 ��� 22，340円

票 数

単勝票数 計 412867 的中 � 26392（7番人気）
複勝票数 計 594789 的中 � 39878（7番人気）� 109020（2番人気）� 131750（1番人気）
枠連票数 計 260214 的中 （4－7） 16423（5番人気）
馬連票数 計 992956 的中 �� 25103（13番人気）
馬単票数 計 563666 的中 �� 6873（27番人気）
ワイド票数 計 430578 的中 �� 10628（13番人気）�� 18629（5番人気）�� 40839（1番人気）
3連複票数 計1331630 的中 ��� 32723（6番人気）
3連単票数 計2422634 的中 ��� 8005（65番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．7―12．0―12．3―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―35．0―47．0―59．3―1：11．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホクセツキングオー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．2．13 京都1着

2007．4．26生 牡6鹿 母 フ ェ レ ッ ト 母母 フ ェ ル モ イ 21戦4勝 賞金 51，977，000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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ヤマノサファイア号
※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。

３レース目



（25中京1）第2日 1月20日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 199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

241，660，000円
6，820，000円
3，120，000円
22，280，000円
68，991，000円
5，446，000円
1，910，400円

勝馬投票券売得金
340，170，600円
572，601，100円
229，356，000円
915，618，400円
528，045，500円
390，271，500円
1，349，927，800円
2，394，721，800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 6，720，712，700円

総入場人員 17，679名 （有料入場人員 16，530名）
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