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02049 2月2日 曇 良 （25中京1）第5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

48 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 478＋ 21：12．6 2．3�
24 トウケイムーン 牡3栗 56 飯田 祐史木村 信彦氏 飯田 明弘 日高 下河辺牧場 480＋161：13．23� 9．6�
35 ディープジュジュ 牡3鹿 56

53 ▲藤懸 貴志深見 敏男氏 本田 優 新冠 岩見牧場 472＋ 41：13．3� 3．6�
59 ドラゴンオサム 牡3鹿 56 和田 竜二大久保和夫氏 山内 研二 新ひだか 三木田牧場 556＋ 41：13．93� 7．6�
47 バ ー ニ ー ズ 牡3栗 56 高倉 稜村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 482＋ 21：14．0� 11．9�
510 トーホウノブナガ 牡3青鹿56 大野 拓弥東豊物産� 高橋 裕 日高 竹島 幸治 442－ 61：14．1� 36．2	
23 デ マ ジ オ 牡3鹿 56

53 ▲中井 裕二田島榮二郎氏 中野 栄治 新ひだか 出羽牧場 490± 01：14．73� 108．6

816 カンタベリーリュウ 牡3鹿 56

54 △西村 太一峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新冠 佐藤 信広 480± 0 〃 ハナ 174．6�
12 	 バルバドスブルー 牡3鹿 56 丸山 元気 �ブルーマネジメント森 秀行 米 Dell Ridge

Farm, LLC B492± 01：15．02 12．4�
612 スパイクラベンダー 牝3鹿 54 丸田 恭介�Basic 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 432－ 21：15．1� 44．4
714 スヴァローグ 牡3鹿 56 宮崎 北斗山上 和良氏 和田正一郎 新ひだか 藤本牧場 494± 01：15．73� 320．5�
611 ブライティアマンボ 牝3鹿 54 川須 栄彦小林 昌志氏 成島 英春 平取 雅 牧場 428－ 61：16．01� 89．2�
36 カシノソウル 牡3栗 56

53 ▲菅原 隆一柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 平山牧場 444－ 61：16．53 355．8�
713 ブーツインジューン 
3鹿 56

53 ▲菱田 裕二吉川 潤氏 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 466＋10 〃 アタマ 77．0�
815 アシタハテンキ 牝3黒鹿54 上村 洋行岩瀨 正志氏 佐藤 吉勝 浦河 昭和牧場 430－ 21：19．5大差 53．3�
11 シキランマン 牝3栗 54 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 石栗 龍彦 浦河 松栄牧場 400± 0 （競走中止） 42．2�
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売 得 金
単勝： 11，874，300円 複勝： 22，243，000円 枠連： 6，693，300円
馬連： 23，225，500円 馬単： 18，345，500円 ワイド： 13，449，500円
3連複： 36，027，100円 3連単： 57，974，500円 計： 189，832，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 250円 � 130円 枠 連（2－4） 1，140円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，870円

ワ イ ド �� 500円 �� 230円 �� 420円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 6，320円

票 数

単勝票数 計 118743 的中 � 41692（1番人気）
複勝票数 計 222430 的中 � 73595（1番人気）� 13981（5番人気）� 51927（2番人気）
枠連票数 計 66933 的中 （2－4） 4353（6番人気）
馬連票数 計 232255 的中 �� 17118（4番人気）
馬単票数 計 183455 的中 �� 7241（5番人気）
ワイド票数 計 134495 的中 �� 6113（6番人気）�� 17155（1番人気）�� 7485（4番人気）
3連複票数 計 360271 的中 ��� 27409（2番人気）
3連単票数 計 579745 的中 ��� 6770（10番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―11．7―12．7―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．2―34．9―47．6―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キクノブレイン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2012．8．19 新潟3着

2010．3．31生 牡3黒鹿 母 キクノハヤブサ 母母 オギサバンナ 4戦1勝 賞金 8，800，000円
〔競走中止〕 シキランマン号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔その他〕 トウケイムーン号は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アシタハテンキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年3月2日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アインディアマント号・ハイランドコンドル号
（非抽選馬） 1頭 コスモナイスガイ号

02050 2月2日 曇 良 （25中京1）第5日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時20分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：49．4
1：47．8

良
重

48 バロンミノル 牡3黒鹿56 和田 竜二吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 492－ 61：55．1 3．2�
23 エーシンカオルーン 牡3黒鹿56 川須 栄彦�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 482＋ 41：55．31� 3．1�
24 ヴェルフェン 牡3芦 56 丸田 恭介�Basic 田村 康仁 新冠 村本牧場 494－ 21：56．68 4．2�
713 マイネルエウロス 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 502－ 61：57．34 10．9�
714 ショウサンメグレス 牡3芦 56

53 ▲藤懸 貴志鈴木 昭和氏 牧田 和弥 浦河 帰山 清貴 476± 01：57．72� 46．1�
47 ブランドハヤテ 牡3芦 56 大野 拓弥榎本 富三氏 嶋田 潤 日高 門別牧場 466－ 31：58．55 375．1	
510 マ ゼ ー ル 牡3鹿 56 勝浦 正樹寺田千代乃氏 清水 久詞 浦河 桑田牧場 502± 01：58．6� 40．5

815 ヘルシーバイオ 牡3黒鹿56 丸山 元気バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 538± 01：58．91� 37．7�
816 ナムラケンシロウ 牡3栃栗 56

53 ▲菱田 裕二奈村 信重氏 野村 彰彦 日高 いとう牧場 452＋ 21：59．64 10．4�
59 アティトラン 牝3鹿 54 高倉 稜 キャロットファーム 清水 出美 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436－ 41：59．91� 13．6�
611 トウケイプラチナ 牝3鹿 54

51 ▲中井 裕二木村 信彦氏 五十嵐忠男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 448－ 4 〃 ハナ 66．3�

35 ロングピアチェーレ 牝3鹿 54 松山 弘平中井 敏雄氏 小野 幸治 新ひだか 金舛 幸夫 450－102：00．22 153．9�
612 ナイストップラン 牡3芦 56

53 ▲横山 和生菅藤 宗一氏 作田 誠二 浦河 野表 俊一 482－ 8 〃 アタマ 268．4�
12 ミ ヅ ハ ノ メ 牝3青鹿54 柴山 雄一田上 雅春氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 450－142：00．51� 150．3�
11 ヴィヴァシティー 牝3芦 54 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 和田正一郎 新冠 大狩部牧場 440－ 42：00．81� 169．3�

（15頭）
36 メイショウユニオン 牡3栗 56 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 448－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 12，089，300円 複勝： 19，790，900円 枠連： 7，498，500円
馬連： 21，696，500円 馬単： 15，919，400円 ワイド： 10，977，900円
3連複： 29，972，100円 3連単： 51，791，300円 計： 169，735，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 120円 � 120円 � 120円 枠 連（2－4） 340円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 220円 �� 220円 �� 230円

3 連 複 ��� 530円 3 連 単 ��� 2，600円

票 数

単勝票数 差引計 120893（返還計 1286） 的中 � 30701（2番人気）
複勝票数 差引計 197909（返還計 6075） 的中 � 44359（2番人気）� 46567（1番人気）� 42939（3番人気）
枠連票数 差引計 74985（返還計 153） 的中 （2－4） 16577（1番人気）
馬連票数 差引計 216965（返還計 9993） 的中 �� 31451（2番人気）
馬単票数 差引計 159194（返還計 7350） 的中 �� 9829（5番人気）
ワイド票数 差引計 109779（返還計 5774） 的中 �� 12338（2番人気）�� 12631（1番人気）�� 11666（3番人気）
3連複票数 差引計 299721（返還計 26653） 的中 ��� 42405（1番人気）
3連単票数 差引計 517913（返還計 46233） 的中 ��� 14735（2番人気）

ハロンタイム 13．1―12．0―13．4―12．8―12．4―12．3―13．0―13．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．1―38．5―51．3―1：03．7―1：16．0―1：29．0―1：42．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F39．1
1
3
3，15－（1，16）（2，14，12，13）5，11，8，10（4，9）7・（3，15）4－13，16（8，12）14，9（1，2）（11，10）7，5

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

勝馬の
紹 介

バロンミノル �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．8．5 小倉3着

2010．3．25生 牡3黒鹿 母 ピサノベネチアン 母母 ストームザミント 8戦1勝 賞金 10，600，000円
〔競走除外〕 メイショウユニオン号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロングピアチェーレ号・ナイストップラン号・ミヅハノメ号・ヴィヴァシティー号は，「タイムオーバー

による出走制限」のため，平成25年3月2日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 トーホウスズラン号

第１回 中京競馬 第５日



02051 2月2日 曇 良 （25中京1）第5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）

牝，500万円以下；負担重量は，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

58 ガールズストーリー 牝5黒鹿 55
52 ▲菱田 裕二吉永 清美氏 藤岡 範士 新冠 中村農場 436± 01：12．9 4．6�

711 ミヤジガンバレ 牝4鹿 55
52 ▲中井 裕二曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 490± 01：13．21� 8．8�

45 タガノプラージュ 牝4黒鹿 55
52 ▲藤懸 貴志八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 486＋ 2 〃 クビ 6．3�
11 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± 0 〃 アタマ 9．7�
22 テングジョウ 牝8鹿 55 宮崎 北斗中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 472± 0 〃 ハナ 21．2�
610 モエレフルール 牝4黒鹿55 丸田 恭介中村 和夫氏 大竹 正博 新ひだか 中村 和夫 482± 01：13．3クビ 4．5	
46 ヴェリタスローズ 牝6青 55 和田 竜二松本 肇氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 456－ 41：13．51� 9．7

57 メイショウジビュス 牝4鹿 55 高倉 稜松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 470± 01：14．13� 103．3�
814 スノークラフト 牝4芦 55 松山 弘平鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 458－ 21：14．52� 4．8�
712 ディープランマ 牝4栗 55 勝浦 正樹深見 敏男氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 440＋ 41：14．6� 33．6
813 ヨシールプリンセス 牝4鹿 55 的場 勇人吉木 伸彦氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 448－ 81：14．7クビ 63．2�
33 ミ ル テ 牝4栗 55 大野 拓弥長塩 豊氏 菅原 泰夫 日高 モリナガファーム 432＋ 41：14．8� 107．1�
69 ドルフィンハート 牝4青鹿55 柴山 雄一 �キャロットファーム 田島 俊明 池田 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 526＋181：15．01� 53．6�
34 ナーゴナーゴサユリ 牝4鹿 55 川島 信二石川美代子氏 清水 出美 新ひだか 原 フアーム 422－ 61：15．1クビ 258．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 12，213，800円 複勝： 23，274，500円 枠連： 7，357，600円
馬連： 25，170，000円 馬単： 16，330，600円 ワイド： 13，879，900円
3連複： 35，693，100円 3連単： 53，931，500円 計： 187，851，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 180円 � 300円 � 180円 枠 連（5－7） 1，790円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 3，610円

ワ イ ド �� 670円 �� 540円 �� 900円

3 連 複 ��� 3，230円 3 連 単 ��� 18，610円

票 数

単勝票数 計 122138 的中 � 21104（2番人気）
複勝票数 計 232745 的中 � 37030（3番人気）� 17397（7番人気）� 39399（1番人気）
枠連票数 計 73576 的中 （5－7） 3038（12番人気）
馬連票数 計 251700 的中 �� 10085（7番人気）
馬単票数 計 163306 的中 �� 3343（13番人気）
ワイド票数 計 138799 的中 �� 5136（9番人気）�� 6537（5番人気）�� 3698（14番人気）
3連複票数 計 356931 的中 ��� 8158（9番人気）
3連単票数 計 539315 的中 ��� 2139（50番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―12．0―12．7―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．4―35．4―48．1―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ガールズストーリー �
�
父 シックスセンス �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2010．7．24 小倉3着

2008．2．6生 牝5黒鹿 母 ウインクドリーム 母母 ウインクルビー 28戦3勝 賞金 44，090，000円

02052 2月2日 曇 良 （25中京1）第5日 第4競走 ��
��1，900�サラブレッド系4歳以上

発走11時20分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� 基準タイム

中央レコード
1：58．2
1：53．7

重
不良

811� シンクヴェトリル 牡4鹿 56 中舘 英二�ノースヒルズ 和田 正道 米 Boyd
Browning 558＋ 82：00．3 1．6�

710 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± 02：00．93
 16．9�
79 � ガルビスティー 牡6鹿 57

54 ▲中井 裕二備前島敏子氏 伊藤 大士 愛 Janus Blood-
stock Inc B490－ 2 〃 ハナ 8．3�

56 ダテノスイミー 牡6栗 57 田中 健関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 456＋ 22：01．64 40．1�
33 ホ ク シ ン 牡5青鹿57 勝浦 正樹中村 勝彦氏 高橋 祥泰 青森 扶桑牧場 B496＋ 6 〃 クビ 13．0�
44 �� エーシンドクトル 牡4鹿 56

53 ▲藤懸 貴志�栄進堂 坂口 正則 英
Denford Stud
and Balmerino
Bloodstock

488－ 42：01．7
 30．8	
11 アイティテイオー 牡5栗 57 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 470－ 42：01．8
 102．5

22 ヤマニンティグル 牡5鹿 57 柴山 雄一土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 B484＋ 82：01．9� 65．8�
67 サンライズドバイ 牡5芦 57 荻野 琢真松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B498＋ 82：02．0クビ 25．2�
812 メイショウシャイン 牡6鹿 57

54 ▲菱田 裕二松本 好雄氏 佐山 優 浦河 林 孝輝 492＋ 2 〃 ハナ 6．9
68 � シンボリストーム 牡5鹿 57 大野 拓弥シンボリ牧場 荒川 義之 米 Takahiro

Wada 514＋ 62：02．53 13．9�
55 シゲルダイセン 牡7鹿 57 古川 吉洋森中 蕃氏 木原 一良 静内 岡田牧場 486＋ 4 〃 クビ 29．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 14，295，300円 複勝： 38，314，500円 枠連： 7，567，600円
馬連： 22，130，500円 馬単： 20，245，600円 ワイド： 13，771，200円
3連複： 31，630，300円 3連単： 61，971，400円 計： 209，926，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 350円 � 250円 枠 連（7－8） 380円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 1，780円

ワ イ ド �� 530円 �� 400円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 3，090円 3 連 単 ��� 10，990円

票 数

単勝票数 計 142953 的中 � 71759（1番人気）
複勝票数 計 383145 的中 � 232959（1番人気）� 12847（6番人気）� 20908（3番人気）
枠連票数 計 75676 的中 （7－8） 14901（1番人気）
馬連票数 計 221305 的中 �� 13176（5番人気）
馬単票数 計 202456 的中 �� 8435（6番人気）
ワイド票数 計 137712 的中 �� 6545（5番人気）�� 9280（3番人気）�� 1933（19番人気）
3連複票数 計 316303 的中 ��� 7556（8番人気）
3連単票数 計 619714 的中 ��� 4163（25番人気）

ハロンタイム 7．3―11．9―12．4―13．2―13．0―12．3―12．4―12．5―12．3―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―19．2―31．6―44．8―57．8―1：10．1―1：22．5―1：35．0―1：47．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�シンクヴェトリル �
�
父 Master Command �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2011．12．18 中山5着

2009．2．7生 牡4鹿 母 State Cup 母母 Avie’s Fancy 9戦2勝 賞金 19，500，000円
〔制裁〕 ダテノスイミー号の騎手田中健は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



02053 2月2日 曇 良 （25中京1）第5日 第5競走 ��2，000�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
2：00．4
1：56．1

良
良

58 ペプチドアマゾン 牡3鹿 56 上村 洋行沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 472＋ 22：03．8 5．6�
11 ケイアイホクトセイ 牡3鹿 56 勝浦 正樹亀田 和弘氏 和田 正道 新ひだか 松田牧場 494－102：04．22� 7．8�
47 カ ミ ー リ ア 牝3鹿 54

51 ▲藤懸 貴志名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 480－ 2 〃 アタマ 9．2�
712 ワイドワンダー 牡3鹿 56 鮫島 良太幅田 京子氏 宮 徹 新ひだか 筒井 征文 484－ 22：04．3� 44．6�
713 ヤマニンプードレ 牝3芦 54 松山 弘平土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 456± 0 〃 ハナ 21．7�
34 シークレットレシピ 牡3鹿 56 川須 栄彦金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 456＋ 22：04．62 2．7	
59 ローレルラスター 牡3鹿 56 的場 勇人 �ローレルレーシング 的場 均 新冠 協和牧場 472－ 82：04．7� 58．5

610 エーシンアプローズ 牡3黒鹿 56

53 ▲菱田 裕二�栄進堂 坂口 正則 浦河 まるとみ冨岡牧場 496＋ 22：04．8� 26．1�
35 シュンケイリ 牡3鹿 56 古川 吉洋石川 博氏 安達 昭夫 新ひだか 千代田牧場 446－ 22：05．01� 124．5�
22 サクラクーベラ 牡3栗 56 丸山 元気�さくらコマース岡田 稲男 新ひだか 新和牧場 444± 02：05．1� 11．8
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 486－ 42：05．63 235．2�
46 サンライズウェイ 牡3栗 56 高倉 稜松岡 隆雄氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 452－ 22：05．7クビ 5．1�
611 リリーゴーゴー 牡3栗 56 和田 竜二土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 林 孝輝 432－ 82：05．8� 117．7�
815 スノーストーム 牡3栗 56

53 ▲中井 裕二 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 474－ 22：06．12 24．3�
814 アムールバニヤン 牝3鹿 54 大野 拓弥津村 靖志氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 412－162：07．69 268．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 17，574，600円 複勝： 29，068，000円 枠連： 7，557，000円
馬連： 29，265，000円 馬単： 18，888，500円 ワイド： 16，097，800円
3連複： 41，026，600円 3連単： 65，141，100円 計： 224，618，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 220円 � 270円 � 300円 枠 連（1－5） 1，910円

馬 連 �� 2，050円 馬 単 �� 3，600円

ワ イ ド �� 730円 �� 1，150円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 8，120円 3 連 単 ��� 37，740円

票 数

単勝票数 計 175746 的中 � 24926（3番人気）
複勝票数 計 290680 的中 � 38429（3番人気）� 27957（4番人気）� 24602（5番人気）
枠連票数 計 75570 的中 （1－5） 2926（10番人気）
馬連票数 計 292650 的中 �� 10582（8番人気）
馬単票数 計 188885 的中 �� 3878（11番人気）
ワイド票数 計 160978 的中 �� 5650（7番人気）�� 3421（13番人気）�� 2258（20番人気）
3連複票数 計 410266 的中 ��� 3730（26番人気）
3連単票数 計 651411 的中 ��� 1274（116番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．0―36．5―49．1―1：01．5―1：13．9―1：26．2―1：38．4―1：51．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ペプチドアマゾン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．12．24 阪神2着

2010．3．20生 牡3鹿 母 レッドクローシュ 母母 ターキーレッド 3戦1勝 賞金 9，100，000円
※出走取消馬 ハッピーキャスト号（疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため）
※アムールバニヤン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

02054 2月2日 曇 良 （25中京1）第5日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走12時40分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

45 � ゴールドディガー 牡5栗 57
54 ▲水口 優也加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 タバタファーム 466－ 41：12．3 9．6�

814	 オペラモーヴ 牝5黒鹿55 松山 弘平�ノースヒルズ 中竹 和也 米 Pacelco S.A. 486＋ 21：12．4
 4．0�
33 ストリートハンター 牡4鹿 57

54 ▲菱田 裕二 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 508－ 61：12．61
 4．8�
712	 シナスタジア 牝4栗 55 鮫島 良太小田 吉男氏 森 秀行 米 Spendthrift

Farm, LLC 458＋ 61：12．92 79．3�
69 � エルウェーオージャ �5青 57 丸田 恭介雑古 隆夫氏 小野 幸治 新ひだか 加野牧場 474＋ 21：13．0クビ 13．3	
57 � サカジロスイセイ 牡4鹿 57 川須 栄彦ロイヤルパーク 崎山 博樹 日高 長谷部牧場 498＋10 〃 アタマ 4．5

11 サウンドレーサー 牡4黒鹿57 和田 竜二増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 富田牧場 464± 01：13．21� 5．0�
813	 タツショウワ 牡4栗 57 勝浦 正樹鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 米 New Century

Bloodstock, LLC 502＋ 4 〃 クビ 36．4�
58 サクラライジング 牡5鹿 57 丸山 元気�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 西村 和夫 474＋101：13．3クビ 33．9
22 � メイショウホロベツ 牡5鹿 57 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 478－ 4 〃 アタマ 18．9�
46 � カンタベリーママ 牝4鹿 55 西田雄一郎峰 哲馬氏 蛯名 利弘 新ひだか 藤吉牧場 412－ 81：13．72
 228．4�
610	 シゲルカイチョウ 牡5黒鹿 57

54 ▲藤懸 貴志森中 蕃氏 服部 利之 米 Dr. John
Piconi 504＋ 61：13．8 22．0�

34 キンシツーストン 牡4鹿 57 高倉 稜若草クラブ 浅見 秀一 様似 ホウセイ牧場 482± 01：14．97 253．3�
711	 ドントゥリバーレ �4鹿 57

54 ▲中井 裕二加藤 誠氏 中竹 和也 米 Charlotte
M. Wrather 488－ 41：15．21 54．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，622，000円 複勝： 24，912，300円 枠連： 7，996，100円
馬連： 26，545，100円 馬単： 16，495，900円 ワイド： 15，740，000円
3連複： 34，759，200円 3連単： 55，720，900円 計： 197，791，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 200円 � 160円 � 160円 枠 連（4－8） 1，980円

馬 連 �� 1，990円 馬 単 �� 4，310円

ワ イ ド �� 540円 �� 510円 �� 380円

3 連 複 ��� 2，280円 3 連 単 ��� 18，080円

票 数

単勝票数 計 156220 的中 � 12895（5番人気）
複勝票数 計 249123 的中 � 29633（4番人気）� 44611（2番人気）� 46669（1番人気）
枠連票数 計 79961 的中 （4－8） 2988（11番人気）
馬連票数 計 265451 的中 �� 9855（8番人気）
馬単票数 計 164959 的中 �� 2827（18番人気）
ワイド票数 計 157400 的中 �� 7033（5番人気）�� 7470（4番人気）�� 10852（2番人気）
3連複票数 計 347592 的中 ��� 11284（4番人気）
3連単票数 計 557209 的中 ��� 2275（39番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．8―12．5―12．0―12．7

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．2
3 ・（14，10，12）（3，4）（5，11）（2，8，13）（1，9）－（6，7） 4 ・（14，10，12）（3，5，4）（2，8，11）（1，13）9（6，7）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

�ゴールドディガー �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 Crafty Prospector

2008．4．25生 牡5栗 母 ゴールデンチェリー 母母 A Kiss for Luck 14戦1勝 賞金 15，660，000円
初出走 JRA



02055 2月2日 晴 良 （25中京1）第5日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時10分 （ダート・左）

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

55 ネオスプレマシー 牡6鹿 57 松山 弘平小林 仁幸氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B490－ 61：53．3 4．2�
710 スプリングシーズン 牡5鹿 57 勝浦 正樹 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 512＋ 21：53．72� 1．8�
68 ホ ウ ウ ン 牡6黒鹿57 田中 健泉 一郎氏 福島 信晴 新ひだか 沖田 哲夫 516－101：54．02 25．9�
67 レッドオブガバナー 牡5鹿 57 大野 拓弥髙橋 一郎氏 嶋田 潤 新ひだか 三木田 頼嗣 B504± 01：54．85 29．3�
44 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± 01：54．9� 23．6�
812� サウンドブレーヴ 牡4栗 56

53 ▲菱田 裕二増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 478－ 5 〃 クビ 39．5	
22 デンコウアクティブ 牡4鹿 56 川須 栄彦田中 康弘氏 坂口 正則 日高 瀬戸牧場 506＋ 41：55．0クビ 4．7

33 � シゲルクルミ 牡4鹿 56 柴山 雄一森中 蕃氏 佐藤 吉勝 浦河 三枝牧場 476＋ 61：55．1� 135．1�
11 � エイダイボルト 牡6芦 57

54 ▲中井 裕二�東振牧場 伊藤 大士 むかわ 東振牧場 418＋ 6 〃 クビ 66．4
56 ブルーイングリーン 牡4栗 56 丸山 元気青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B486－ 21：55．2クビ 21．7�
79 � レ イ テ ッ ド 牝5栗 55 高倉 稜北畑 忍氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 460－ 21：56．15 37．4�
811� ムカワタイガー 牡5栗 57

55 △西村 太一小田 廣美氏 石栗 龍彦 平取 稲原牧場 460＋141：56．73� 328．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 16，397，600円 複勝： 32，766，100円 枠連： 7，127，400円
馬連： 26，504，300円 馬単： 21，462，000円 ワイド： 13，558，300円
3連複： 37，257，100円 3連単： 73，678，700円 計： 228，751，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 140円 � 110円 � 410円 枠 連（5－7） 330円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 190円 �� 960円 �� 630円

3 連 複 ��� 2，040円 3 連 単 ��� 8，390円

票 数

単勝票数 計 163976 的中 � 31410（2番人気）
複勝票数 計 327661 的中 � 53775（2番人気）� 160081（1番人気）� 9300（7番人気）
枠連票数 計 71274 的中 （5－7） 16320（1番人気）
馬連票数 計 265043 的中 �� 61125（1番人気）
馬単票数 計 214620 的中 �� 16393（3番人気）
ワイド票数 計 135583 的中 �� 22605（2番人気）�� 2948（12番人気）�� 4694（6番人気）
3連複票数 計 372571 的中 ��� 13481（5番人気）
3連単票数 計 736787 的中 ��� 6485（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―37．9―51．2―1：04．0―1：16．5―1：29．0―1：40．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F36．8
1
3
8，5，4（12，10）2（1，3）9（6，11）－7・（8，5，12）10（4，3）（2，6）（1，9）7，11

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ネオスプレマシー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 モ ガ ミ デビュー 2010．2．7 東京1着

2007．4．2生 牡6鹿 母 ホッカイセレス 母母 ホツカイテスコ 11戦2勝 賞金 25，963，000円

02056 2月2日 晴 良 （25中京1）第5日 第8競走 ��2，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時40分 （芝・左）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
2：11．5
2：10．0

良
良

56 マイネルアイザック 牡4黒鹿56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 454＋ 42：19．5 12．6�

44 ブランクヴァース 牡4黒鹿56 鮫島 良太 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 502－ 2 〃 クビ 1．8�
811 ベ ル ニ ー ニ 牡4鹿 56

53 ▲菱田 裕二 H.H．シェイク・ハムダン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 476＋102：19．71 4．2�

67 ダノンフェニックス 牡5黒鹿57 川須 栄彦�ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 448－ 4 〃 ハナ 13．6�
710� スタートセンス 牡5鹿 57 丸田 恭介河原 義宏氏 高橋 裕 浦河 近藤牧場 448± 02：19．91� 11．5	
812 マイネルイグアス 牡4青鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 日高 日高大洋牧場 470± 0 〃 クビ 42．2

68 カネトシカトリーヌ 牝4鹿 54

51 ▲水口 優也兼松 利男氏 日吉 正和 新ひだか 田上 稔 438－ 62：20．0クビ 146．0�
55 パッシフローラ 牝4鹿 54

51 ▲中井 裕二 �サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 430＋ 62：20．21 6．6�
33 � ブルースビスティー 牡5鹿 57 高倉 稜備前島敏子氏 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 468＋ 22：20．41� 58．6
79 カシマパフューム 牝7栗 55 西田雄一郎松浦 一久氏 畠山 重則 新ひだか 静内酒井牧場 436± 0 〃 ハナ 387．6�
11 � ロ ッ セ 牡5芦 57 勝浦 正樹小村アセットM� 長浜 博之 千歳 社台ファーム 460－ 82：20．61� 74．0�
22 ビコークラウン 牡4栗 56 古川 吉洋�レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 478－ 62：23．0大差 286．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 21，491，700円 複勝： 46，845，700円 枠連： 8，308，200円
馬連： 32，484，300円 馬単： 25，309，600円 ワイド： 16，715，800円
3連複： 38，321，300円 3連単： 89，380，700円 計： 278，857，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 250円 � 110円 � 160円 枠 連（4－5） 370円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 3，810円

ワ イ ド �� 490円 �� 760円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，620円 3 連 単 ��� 16，260円

票 数

単勝票数 計 214917 的中 � 13516（5番人気）
複勝票数 計 468457 的中 � 23062（6番人気）� 265853（1番人気）� 49426（2番人気）
枠連票数 計 83082 的中 （4－5） 16769（1番人気）
馬連票数 計 324843 的中 �� 18272（5番人気）
馬単票数 計 253096 的中 �� 4914（14番人気）
ワイド票数 計 167158 的中 �� 7914（6番人気）�� 4840（11番人気）�� 20842（1番人気）
3連複票数 計 383213 的中 ��� 17531（7番人気）
3連単票数 計 893807 的中 ��� 4058（45番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．3―25．7―39．0―52．6―1：06．4―1：19．8―1：32．2―1：44．5―1：56．5―2：07．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F35．0
1
3
5，6（1，7，10）9（2，11）12（3，8）4・（5，6）12（1，7）（9，10）（11，4）（2，8，3）

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

勝馬の
紹 介

マイネルアイザック �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ペ ン タ イ ア デビュー 2011．10．23 京都7着

2009．4．19生 牡4黒鹿 母 アイアイサクラ 母母 ラウレルシーダー 14戦2勝 賞金 19，700，000円



02057 2月2日 晴 良 （25中京1）第5日 第9競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走14時15分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：22．5
1：21．5

良
不良

67 ナリタハリケーン 牡4鹿 57
54 ▲藤懸 貴志�オースミ 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476± 01：25．2 7．9�
11 ルミナススカイ 牡4黒鹿57 丸田 恭介小林 久義氏 中川 公成 日高 エンドレス

ファーム 474－ 21：25．41� 1．9�
79 マッシヴリーダー 牡5栗 57

54 ▲中井 裕二小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 492± 01：25．72 7．0�
44 ア ラ デ ィ ン 牡4栗 57 川須 栄彦 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454－ 61：26．23 24．7�
55 ゴーゲッター 牡6鹿 57

54 ▲水口 優也松元 保氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 544－ 21：26．51� 5．1�
810 アドバンスコンドル 牡4鹿 57 勝浦 正樹西川 隆士氏 松山 将樹 新ひだか 今 牧場 498＋ 21：27．45 12．3	
22 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 492－ 2 〃 ハナ 92．5

811 サワヤカユウタ 牡5栗 57 高倉 稜中野 義一氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 B464± 01：27．93 17．2�
78 � ボールドマックス 牡4栗 57 大野 拓弥増田 陽一氏 千田 輝彦 新冠 平山牧場 458＋ 41：28．11� 59．7�
66 � ファーザーリープ 牝5栗 55

52 ▲菱田 裕二岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド 468－ 91：28．84 24．2
33 � ストロングレグナム 牡5栗 57 古川 吉洋村木 篤氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 476＋331：30．39 62．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 16，984，400円 複勝： 23，403，600円 枠連： 8，317，600円
馬連： 30，744，300円 馬単： 25，669，300円 ワイド： 14，486，900円
3連複： 41，615，000円 3連単： 86，991，100円 計： 248，212，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 180円 � 110円 � 170円 枠 連（1－6） 610円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 340円 �� 480円 �� 260円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 7，750円

票 数

単勝票数 計 169844 的中 � 17106（4番人気）
複勝票数 計 234036 的中 � 24488（4番人気）� 92180（1番人気）� 29153（3番人気）
枠連票数 計 83176 的中 （1－6） 10085（3番人気）
馬連票数 計 307443 的中 �� 38874（2番人気）
馬単票数 計 256693 的中 �� 14876（4番人気）
ワイド票数 計 144869 的中 �� 10657（3番人気）�� 6822（5番人気）�� 15226（2番人気）
3連複票数 計 416150 的中 ��� 31629（2番人気）
3連単票数 計 869911 的中 ��� 8291（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．8―35．9―48．2―1：00．8―1：12．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F37．0
3 ・（8，9）10，1，7，4（2，6）5－11－3 4 ・（8，9，10）（1，7）－（2，4）5，6－11－3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナリタハリケーン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．12．10 阪神1着

2009．4．10生 牡4鹿 母 シュペリユール 母母 ファビラスラフイン 8戦2勝 賞金 15，100，000円
〔制裁〕 ルミナススカイ号の騎手丸田恭介は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ストロングレグナム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年3月2日まで平地

競走に出走できない。

02058 2月2日 晴 良 （25中京1）第5日 第10競走 ��
��2，000�ビ オ ラ 賞

発走14時50分 （芝・左）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 8，500，000円 3，400，000円 2，100，000円 1，300，000円 850，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
2：00．4
1：56．1

良
良

22 サンガヴィーノ 牡3栗 56 松山 弘平有限会社シルク山内 研二 新ひだか 前田牧場 468＋ 22：03．2 16．5�
33 カラフルブラッサム 牝3鹿 54 和田 竜二吉田 勝己氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 454－ 62：03．41� 1．6�
79 ノースパストラル 牝3鹿 54 勝浦 正樹�髙昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 480± 02：03．93 17．5�
55 ナリタパイレーツ 牡3鹿 56 中井 裕二�オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 432－ 2 〃 クビ 10．8�
710 ラ シ ー マ 牡3鹿 56 丸山 元気桐谷 茂氏 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 482＋ 22：04．0クビ 24．9	
11 タガノトネール �3鹿 56 鮫島 良太八木 良司氏 鮫島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476－ 62：04．21	 26．5

811
 サトノプリンシパル 牡3鹿 56 丸田 恭介里見 治氏 矢作 芳人 米 Dr. Masa-

take Iida 536± 02：04．3� 9．1�
67 カリスマサンタイム 牡3黒鹿56 高倉 稜畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 500± 02：04．51	 47．4�
68 クレスコモア 牡3黒鹿56 川須 栄彦堀川 三郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 520＋122：05．13	 7．0
44 ア ガ サ 牝3青 54 古川 吉洋上野 直樹氏 小野 次郎 日高 社台ファーム 474－102：05．73	 81．1�
56 オリバーバローズ 牡3黒鹿56 西田雄一郎猪熊 広次氏 牧 光二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B488－ 62：06．02 75．7�
812 タガノバスター 牡3栗 56 大野 拓弥八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466－ 82：06．21� 27．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 25，431，400円 複勝： 53，698，500円 枠連： 11，920，200円
馬連： 47，621，200円 馬単： 39，114，700円 ワイド： 23，515，100円
3連複： 62，058，100円 3連単： 144，382，900円 計： 407，742，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，650円 複 勝 � 250円 � 110円 � 330円 枠 連（2－3） 1，110円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 3，620円

ワ イ ド �� 340円 �� 2，270円 �� 510円

3 連 複 ��� 4，640円 3 連 単 ��� 38，240円

票 数

単勝票数 計 254314 的中 � 12159（5番人気）
複勝票数 計 536985 的中 � 30288（4番人気）� 311587（1番人気）� 20306（6番人気）
枠連票数 計 119202 的中 （2－3） 7986（5番人気）
馬連票数 計 476212 的中 �� 42901（3番人気）
馬単票数 計 391147 的中 �� 7992（12番人気）
ワイド票数 計 235151 的中 �� 19120（3番人気）�� 2267（26番人気）�� 11551（5番人気）
3連複票数 計 620581 的中 ��� 9875（17番人気）
3連単票数 計1443829 的中 ��� 2787（121番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．2―13．3―13．2―12．0―11．9―12．3―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．9―36．1―49．4―1：02．6―1：14．6―1：26．5―1：38．8―1：50．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンガヴィーノ �
�
父 チアズブライトリー �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2012．9．23 阪神3着

2010．3．5生 牡3栗 母 マイディアガビー 母母 プリンセスガビー 8戦2勝 賞金 15，580，000円
〔発走状況〕 クレスコモア号は，発進不良〔内側に逃避〕。



02059 2月2日 晴 良 （25中京1）第5日 第11競走 ��
��1，400�中京スポニチ賞

発走15時25分 （芝・左）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

中京スポニチ賞（1着）
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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．0
1：19．0

良
良

711 デンコウジュピター 牡5鹿 57 川須 栄彦田中 康弘氏 佐山 優 様似 中脇 一幸 516－ 21：23．3 4．1�
46 ビッグスマイル 牝5黒鹿55 勝浦 正樹大谷 高雄氏 領家 政蔵 新冠 小泉 学 458－ 2 〃 クビ 8．0�
813 ウインスラッガー 牡4栗 57 丸山 元気�ウイン 石坂 正 浦河 バンダム牧場 508＋ 81：23．4� 11．2�
712 シンコープリンス 牡6青鹿57 高倉 稜豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 464－ 6 〃 クビ 16．7�
22 	 リビングストン 
7青鹿57 宮崎 北斗 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 504＋ 41：23．5クビ 54．9	
58 ダイワスペシャル 
5栗 57 丸田 恭介大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 服部 牧場 492－ 61：23．71� 6．1

610 シェルエメール 牝5黒鹿55 和田 竜二前田 葉子氏 鈴木 孝志 新冠 ノースヒルズマネジメント 444± 0 〃 クビ 10．3�
57 ルアーズストリート 牝6鹿 55 中舘 英二下河辺隆行氏 平田 修 日高 下河辺牧場 448± 01：23．8� 24．4�
34 エクセラントカーヴ 牝4黒鹿55 松山 弘平吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 420－ 21：23．9クビ 3．4
33 ブルーピアス 牝4栗 55 中井 裕二田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 水丸牧場 446＋ 61：24．0� 103．0�
45 フ ィ リ ラ 牝4栗 55 菱田 裕二 H.H．シェイク・ハムダン 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448－ 6 〃 クビ 55．6�
69 アイムヒアー 牝5鹿 55 川島 信二 �三石川上牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 470－181：24．1� 29．0�
11 リキサンマックス 牡5青鹿57 上村 洋行 �ハイパワー商事 昆 貢 新冠 村田牧場 B450＋ 41：24．2� 53．9�
814 メイショウハガクレ 牡4鹿 57 大野 拓弥松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 466－ 21：24．52 21．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 34，419，700円 複勝： 56，561，500円 枠連： 30，812，800円
馬連： 130，662，600円 馬単： 72，268，300円 ワイド： 47，333，700円
3連複： 181，521，300円 3連単： 326，127，200円 計： 879，707，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 170円 � 240円 � 320円 枠 連（4－7） 1，470円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 3，230円

ワ イ ド �� 670円 �� 800円 �� 1，760円

3 連 複 ��� 6，910円 3 連 単 ��� 32，580円

票 数

単勝票数 計 344197 的中 � 67432（2番人気）
複勝票数 計 565615 的中 � 103029（2番人気）� 62458（4番人気）� 41014（6番人気）
枠連票数 計 308128 的中 （4－7） 15495（8番人気）
馬連票数 計1306626 的中 �� 54968（5番人気）
馬単票数 計 722683 的中 �� 16537（8番人気）
ワイド票数 計 473337 的中 �� 18106（6番人気）�� 14776（8番人気）�� 6345（21番人気）
3連複票数 計1815213 的中 ��� 19388（23番人気）
3連単票数 計3261272 的中 ��� 7388（90番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．1―35．7―48．1―59．9―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デンコウジュピター �
�
父 メイショウオウドウ �

�
母父 ゴールデンフェザント デビュー 2010．10．2 阪神3着

2008．4．7生 牡5鹿 母 ツ リ ー 母母 サクラコトミ 29戦4勝 賞金 92，585，000円
〔制裁〕 ブルーピアス号の騎手中井裕二は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。

02060 2月2日 晴 良 （25中京1）第5日 第12競走 ��
��1，600�

く ら が い け

鞍 ケ 池 特 別
発走16時00分 （芝・左）
4歳以上，500万円以下；負担重量は，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

712 マイネイディール 牝5青鹿55 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高木 登 日高 白井牧場 496－ 21：37．3 11．3�

713 マイネルマルシェ 牡6黒鹿57 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 池上 昌弘 日高 戸川牧場 462＋ 21：37．83 10．1�

23 ジェネスサンキュー 牡5芦 57 柴山 雄一山口 真吾氏 田島 俊明 日高 藤本ファーム 456± 0 〃 ハナ 8．1�
815 マイネルナタリス 牡6黒鹿57 丹内 祐次 �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± 01：37．9� 7．4�
611	 キングロンシャープ 牡5栗 57 勝浦 正樹小林 久義氏 中川 公成 浦河 三枝牧場 474－ 4 〃 ハナ 4．9�
47 タツストロング 牡4栗 57 松山 弘平鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 日高 坂戸 節子 494＋12 〃 ハナ 15．3	
35 リバーハイランド 牡6鹿 57 菱田 裕二山上 和良氏 野村 彰彦 日高 藤本ファーム 492＋ 2 〃 アタマ 21．5

11 ステージナーヴ 牡4黒鹿57 宮崎 北斗 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 434＋ 61：38．0
 42．4�
59 ゼフィランサス 牝5青 55 上村 洋行�村田牧場 昆 貢 新冠 村田牧場 B434± 01：38．1
 3．7
58 アスールアラテラ 牡5鹿 57 丸田 恭介 �サンデーレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 446＋ 6 〃 ハナ 17．9�
46 トーアディアマンテ 牝4鹿 55 鮫島 良太高山ランド� 大根田裕之 豊浦トーア牧場 426＋ 21：38．3
 56．5�
22 マイティースコール 牡5栗 57 高倉 稜小川 勲氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 41：38．51� 22．6�
814� アンビホールドゥン 牝4芦 55 川須 栄彦�大樹ファーム 藤岡 健一 米 Mr. & Mrs. Samuel

H. Rogers Jr. 460＋ 61：38．6� 20．6�
610 コスモマクスウェル 牝6鹿 55 丸山 元気 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新冠 コスモヴューファーム 476＋ 8 〃 クビ 104．2�
34 イースタリーガスト 牡6黒鹿57 黛 弘人鶴見 清氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム 512＋121：38．81 35．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，783，600円 複勝： 41，312，000円 枠連： 21，481，700円
馬連： 70，492，200円 馬単： 42，591，000円 ワイド： 31，698，100円
3連複： 99，846，700円 3連単： 175，700，400円 計： 508，905，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 310円 � 400円 � 280円 枠 連（7－7） 4，810円

馬 連 �� 4，260円 馬 単 �� 8，970円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 1，490円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 15，200円 3 連 単 ��� 87，860円

票 数

単勝票数 計 257836 的中 � 18043（6番人気）
複勝票数 計 413120 的中 � 36275（5番人気）� 25655（6番人気）� 40855（4番人気）
枠連票数 計 214817 的中 （7－7） 3302（22番人気）
馬連票数 計 704922 的中 �� 12219（16番人気）
馬単票数 計 425910 的中 �� 3508（35番人気）
ワイド票数 計 316981 的中 �� 5871（14番人気）�� 5224（16番人気）�� 5569（15番人気）
3連複票数 計 998467 的中 ��� 4851（53番人気）
3連単票数 計1757004 的中 ��� 1476（267番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―12．4―12．5―12．5―12．0―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．8―37．2―49．7―1：02．2―1：14．2―1：25．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

マイネイディール �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2010．9．18 中山7着

2008．4．24生 牝5青鹿 母 オールフォーゲラン 母母 ミ ス ゲ ラ ン 23戦2勝 賞金 24，190，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。



（25中京1）第5日 2月2日（土曜日） 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 162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

162，380，000円
4，020，000円
1，510，000円
14，950，000円
52，915，000円
4，212，000円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
224，177，700円
412，190，600円
132，638，000円
486，541，500円
332，640，400円
231，224，200円
669，727，900円
1，242，791，700円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 3，731，932，000円

総入場人員 10，392名 （有料入場人員 9，597名）
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