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02025 1月25日 晴 良 （26中京1）第3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
1：49．4
1：47．8

良
重

23 トーホウパルサー 牡3栗 56 吉田 隼人東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 518－ 61：56．4 2．4�
510 テイエムボッケモン 牡3栗 56 古川 吉洋竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 494± 01：56．61� 8．6�
24 ビックナジョーカー 牡3鹿 56

55 ☆杉原 誠人平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 マリオステー
ブル 464－101：56．7� 29．0�

59 � ブルーミーフラワー 牡3鹿 56 柴山 雄一 �クイーンズ・ランチ 畠山 吉宏 米 Liberation Farm &
Brandywine Farm 474－ 81：57．12� 15．6�

36 メイショウキトラ 牡3栗 56 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 磯野牧場 478－ 81：57．2クビ 32．3�
713 メレアグロス 牡3鹿 56 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 510± 0 〃 クビ 3．6	
35 ヒャクマンバリキ 牡3鹿 56 藤岡 康太伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 伊藤 敏明 498＋ 41：57．41	 14．1

611 ルミラークル 牡3青鹿56 勝浦 正樹�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 488＋ 41：57．5クビ 11．9�
47 シゲルエッチュウ 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 藤沢牧場 B436－ 21：57．6� 50．9�
12 デ ュ ー イ 牡3栗 56 丸山 元気 天羽
治牧場 高橋 文雅 日高 天羽 禮治 470＋ 81：57．7� 21．0�
11 ブラウンネプチュー 牡3栗 56 西田雄一郎キャピタルクラブ 加藤 和宏 浦河 カナイシスタッド 448－ 21：58．02 189．6�
612 ラッキーハンター 牡3栗 56 高倉 稜西村 憲人氏 佐藤 正雄 新ひだか カタオカフアーム 480＋ 81：58．1� 21．7�
48 ベルモントタイム 牡3黒鹿56 菅原 隆一 ベルモントファーム蛯名 利弘 新冠 ベルモント

ファーム 446－ 61：58．73� 379．9�
714 センスオブオナー 牡3黒鹿56 藤岡 佑介飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 504± 01：58．8� 144．3�
815 スズカレビン 牡3鹿 56 太宰 啓介永井 啓弍氏 藤岡 範士 洞�湖 レイクヴィラファーム 470－ 21：59．75 35．6�
816 マーシャラー 牡3黒鹿56 松田 大作畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 510－ 42：00．55 202．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 12，194，400円 複勝： 23，095，000円 枠連： 7，130，800円
馬連： 21，190，900円 馬単： 16，748，400円 ワイド： 13，986，700円
3連複： 35，910，800円 3連単： 55，822，400円 計： 186，079，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 220円 � 490円 枠 連（2－5） 540円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 1，700円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，520円 �� 3，450円

3 連 複 ��� 8，980円 3 連 単 ��� 33，200円

票 数

単勝票数 計 121944 的中 � 40520（1番人気）
複勝票数 計 230950 的中 � 70603（1番人気）� 24402（3番人気）� 8477（8番人気）
枠連票数 計 71308 的中 （2－5） 9793（2番人気）
馬連票数 計 211909 的中 �� 14504（2番人気）
馬単票数 計 167484 的中 �� 7305（3番人気）
ワイド票数 計 139867 的中 �� 7805（3番人気）�� 2207（16番人気）�� 940（33番人気）
3連複票数 計 359108 的中 ��� 2954（26番人気）
3連単票数 計 558224 的中 ��� 1241（83番人気）

ハロンタイム 13．1―11．4―13．8―13．8―13．5―12．9―12．8―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．5―38．3―52．1―1：05．6―1：18．5―1：31．3―1：43．5

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

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

勝馬の
紹 介

トーホウパルサー �
�
父 トーホウエンペラー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．9．1 函館6着

2011．5．1生 牡3栗 母 トーホウアモーレ 母母 ステージバンダム 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ブルーミーフラワー号の調教師畠山吉宏は，入線後に同馬の右手綱の尾錠が外れたことについて戒告。

02026 1月25日 晴 良 （26中京1）第3日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走10時15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
1：49．4
1：47．8

良
重

33 � ミスマープル 牝4黒鹿54 川島 信二加藤 厚子氏 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 440－ 21：55．5 41．2�

55 クリノアマダブラム 牝4栗 54 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 444± 0 〃 クビ 12．0�
22 トゥザレジェンド 牝4栗 54 川須 栄彦 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 518＋ 21：55．6� 1．8�
68 � アルティメイトラブ 牝5黒鹿55 黛 弘人 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム 470＋ 8 〃 アタマ 12．0�
67 キャニオンバレー 牝4青鹿 54

53 ☆菱田 裕二松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 508＋ 81：55．7� 15．9�
56 フ ィ ア レ ス 牝5栗 55

54 ☆中井 裕二西森 道男氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド 450－ 4 〃 アタマ 16．5	
811 タマモマナムスメ 牝4黒鹿54 松田 大作タマモ
 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 B448－ 21：56．23 48．3�
44 ショウナンアズサ 牝4鹿 54 藤岡 康太国本 哲秀氏 高野 友和 日高 シンボリ牧場 520＋ 41：56．3� 3．4�
710 パリーナチャン 牝5鹿 55

52 ▲伴 啓太�松栄牧場 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 456－ 21：56．4� 153．3
79 ナンヨーノキョー 牝4黒鹿 54

53 ☆杉原 誠人中村 德也氏 小笠 倫弘 浦河 三好牧場 446＋ 81：56．93 29．3�
11 ワンダーエレメント 牝6鹿 55

52 ▲城戸 義政山本 信行氏 牧田 和弥 浦河 小柳牧場 486－ 21：57．53� 146．6�
812� テイエムレオネッサ 牝4栗 54 吉田 隼人竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 村上牧場 472± 01：57．6� 163．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 13，575，900円 複勝： 47，001，000円 枠連： 6，223，200円
馬連： 20，072，000円 馬単： 19，807，100円 ワイド： 14，491，100円
3連複： 33，454，300円 3連単： 73，138，500円 計： 227，763，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，120円 複 勝 � 400円 � 270円 � 110円 枠 連（3－5） 8，210円

馬 連 �� 14，660円 馬 単 �� 26，490円

ワ イ ド �� 2，210円 �� 830円 �� 350円

3 連 複 ��� 3，520円 3 連 単 ��� 58，800円

票 数

単勝票数 計 135759 的中 � 2602（8番人気）
複勝票数 計 470010 的中 � 12680（7番人気）� 21861（3番人気）� 300620（1番人気）
枠連票数 計 62232 的中 （3－5） 560（16番人気）
馬連票数 計 200720 的中 �� 1011（24番人気）
馬単票数 計 198071 的中 �� 552（46番人気）
ワイド票数 計 144911 的中 �� 1474（22番人気）�� 4190（8番人気）�� 11575（2番人気）
3連複票数 計 334543 的中 ��� 7031（12番人気）
3連単票数 計 731385 的中 ��� 918（144番人気）

ハロンタイム 13．1―12．2―14．0―13．7―12．9―12．4―12．3―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．3―39．3―53．0―1：05．9―1：18．3―1：30．6―1：42．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�ミスマープル �
�
父 Sinndar �

�
母父 Darshaan

2010．2．23生 牝4黒鹿 母 ドラマティーク 母母 Mystery Play 6戦1勝 賞金 6，700，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時20分に変更。
〔制裁〕 ミスマープル号の騎手川島信二は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）

第１回 中京競馬 第３日

追 加 記 事（第 1回中京競馬第 1日第 3競走）
〔その他〕　　グレイスフルライフ号は，競走中に疾病〔左第 1指節種子骨々折〕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。



02027 1月25日 晴 良 （26中京1）第3日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走10時45分 （ダート・左）
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� フ ィ オ リ ア 牡6鹿 57
56 ☆中井 裕二藤田 孟司氏 吉村 圭司 米 F. K. N.

Partners 484＋ 21：13．1 12．8�
612 シャンパンルージュ 牝4鹿 54 吉田 隼人�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ B484－ 61：13．31 3．3�
816	 ヒラボクダッシュ 牡5栗 57 川須 栄彦�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 464＋ 4 〃 ハナ 5．4�
47 ジーブラック 牝4芦 54 藤岡 佑介�グランプリ 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 442－ 41：13．4
 7．9�
11 ローレルボルケーノ 牡5鹿 57 藤岡 康太 �ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 藤川フアーム 522＋ 2 〃 ハナ 4．8�
36 ヴァルナビット 牡5栗 57 小牧 太田中 充氏 藤沢 則雄 新ひだか 伊藤 敏明 490－ 41：13．5� 15．8	
24 ホッコージョイフル 牡4鹿 56 熊沢 重文矢部 道晃氏 飯田 明弘 新ひだか 千代田牧場 466－20 〃 クビ 19．0

611�	 ウ タ ヒ メ 牝4鹿 54 川島 信二シンボリ牧場 荒川 義之 米 Takahiro

Wada 478＋ 41：13．6クビ 139．2�
12 �	 アンテインテッド 牝4栗 54 丸山 元気�大樹ファーム 松元 茂樹 米

Daniel J.
Burke & Kath-
leen Schweizer

468＋ 2 〃 クビ 73．5
23 	 アークペガサス 牡5鹿 57 松田 大作栗本 博晴氏 梅内 忍 日高 ヤナガワ牧場 518＋ 21：13．81� 109．9�
35 バルトロメオ 牡4鹿 56

55 ☆菱田 裕二 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 490－ 41：13．9� 27．1�
59 キャメロンロード 牝4鹿 54 黛 弘人森 保彦氏 和田 雄二 新冠 長浜牧場 442－ 21：14．0� 60．6�
48 	 エルクイーン 牝4黒鹿54 武 幸四郎土田 重実氏 小崎 憲 新ひだか 土田農場 472－22 〃 ハナ 16．4�
714 サンダーオーシャン 牡4鹿 56 中舘 英二千明牧場 松山 康久 日高 千明牧場 512＋ 21：14．42� 11．3�
815 エバーグレーズ 牝4黒鹿 54

51 ▲長岡 禎仁 Viridian Keiba Club 伊藤 正徳 新ひだか ヒサイファーム 464－ 4 〃 ハナ 393．3�
510	 アイファーアクセス 牡6黒鹿57 吉井 友彦中島 稔氏 坪 憲章 浦河 野表 春雄 544＋141：15．99 559．5�

（笠松）

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，117，300円 複勝： 28，072，100円 枠連： 7，916，700円
馬連： 24，058，800円 馬単： 16，980，900円 ワイド： 15，507，600円
3連複： 36，764，100円 3連単： 56，558，300円 計： 201，975，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 240円 � 130円 � 180円 枠 連（6－7） 1，190円

馬 連 �� 3，310円 馬 単 �� 7，740円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 850円 �� 400円

3 連 複 ��� 4，360円 3 連 単 ��� 33，880円

票 数

単勝票数 計 161173 的中 � 9923（6番人気）
複勝票数 計 280721 的中 � 24046（5番人気）� 74042（1番人気）� 40448（3番人気）
枠連票数 計 79167 的中 （6－7） 4914（5番人気）
馬連票数 計 240588 的中 �� 5368（12番人気）
馬単票数 計 169809 的中 �� 1621（31番人気）
ワイド票数 計 155076 的中 �� 2867（16番人気）�� 4355（8番人気）�� 10452（2番人気）
3連複票数 計 367641 的中 ��� 6237（9番人気）
3連単票数 計 565583 的中 ��� 1232（81番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．2―12．3―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．1―36．3―48．6―1：00．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．8
3 2（8，12）（7，13）（11，16）1（5，15）（4，14）9（3，6）－10 4 ・（2，8）12（7，13）（1，11）16（4，5）（15，14）（3，9，6）－10

勝馬の
紹 介

�フ ィ オ リ ア �
�
父 Dynaformer �

�
母父 Arazi デビュー 2010．11．7 京都5着

2008．5．18生 牡6鹿 母 Glint in Her Eye 母母 Wind In Her Hair 18戦2勝 賞金 22，670，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

02028 1月25日 晴 良 （26中京1）第3日 第4競走 3，000�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時15分 （ 芝 ）

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

46 アムールクエスト 牡5鹿 60 植野 貴也村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 482＋123：18．1 2．4�
22 ナシュワンヒーロー 牡7栗 60 林 満明間野 隆司氏 藤岡 範士 新ひだか へいはた牧場 466± 03：18．73� 3．2�
69 ビレッジトレンディ 牝4鹿 57 大江原 圭村山 輝雄氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 452＋ 23：20．08 94．8�
33 ゴールデンオブジェ 牡6栗 60 熊沢 重文�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 486＋103：20．31� 8．2�
57 � プロジェクトブルー 牡7鹿 60 石神 深一 �ブルーマネジメント星野 忍 浦河 大道牧場 516－143：21．04 6．5�
814� ヴァリュービジョン �5黒鹿60 横山 義行 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新冠 村上 雅規 504－ 63：22．06 42．7	
712 アンシャンテルール 牝6黒鹿58 高野 和馬柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 B456－ 23：22．95 36．1

45 � トーセンシーザー �5黒鹿60 五十嵐雄祐島川 �哉氏 菅原 泰夫 千歳 社台ファーム 476－ 63：23．53� 45．3�
58 ショウナンパレット 牝4黒鹿57 浜野谷憲尚湘南 古賀 史生 新冠 柏木 一則 458－ 63：24．35 115．6�
711� シゲルハンベイ 牡7栗 60 草野 太郎森中 蕃氏 松永 康利 新ひだか 及川 ミツ子 524＋363：26．0大差 118．9�
11 ナムララオウ 牡4栗 59 難波 剛健奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 500± 03：26．42� 18．1�
813 ウインバンディエラ 牡8栗 60 山本 康志�ウイン 松山 康久 浦河 丸幸小林牧場 480＋ 83：26．82� 16．3�
34 メイショウゲンキ 牡4鹿 59 蓑島 靖典松本 和子氏 佐山 優 浦河 三嶋牧場 470＋123：29．9大差 208．1�
610 メイショウヤギュウ 牡5栗 60 北沢 伸也松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 478＋ 6 〃 アタマ 39．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 12，327，400円 複勝： 17，050，000円 枠連： 6，857，300円
馬連： 16，895，300円 馬単： 13，983，500円 ワイド： 9，632，000円
3連複： 29，027，200円 3連単： 48，797，500円 計： 154，570，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 150円 � 130円 � 1，450円 枠 連（2－4） 380円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 190円 �� 1，990円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 5，410円 3 連 単 ��� 19，590円

票 数

単勝票数 計 123274 的中 � 40993（1番人気）
複勝票数 計 170500 的中 � 34628（2番人気）� 47065（1番人気）� 1763（11番人気）
枠連票数 計 68573 的中 （2－4） 13540（1番人気）
馬連票数 計 168953 的中 �� 34045（1番人気）
馬単票数 計 139835 的中 �� 17359（1番人気）
ワイド票数 計 96320 的中 �� 16717（1番人気）�� 997（25番人気）�� 1183（20番人気）
3連複票数 計 290272 的中 ��� 3965（15番人気）
3連単票数 計 487975 的中 ��� 1839（49番人気）
上り 1マイル 1：44．4 4F 50．7－3F 38．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アムールクエスト �
�
父 タヤスツヨシ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2012．2．26 阪神8着

2009．5．13生 牡5鹿 母 サンエムラヴ 母母 サンエムエンプレス 障害：8戦1勝 賞金 18，300，000円
※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 アドマイヤバートン号・アマノレインジャー号・アラビアンドラゴン号・エイシンオスマン号・エクセリオン号・

エーシンヒットマン号



02029 1月25日 晴 良 （26中京1）第3日 第5競走 ��3，330�サラブレッド系障害4歳以上
発走12時05分 （ 芝 ）

4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円

�� 基準タイム3：40．7良

57 メイショウヨウドウ �6黒鹿61 西谷 誠松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 476± 03：39．8 基準タイム 3．7�
11 アドマイヤトライ 牡5黒鹿60 北沢 伸也近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 486＋ 23：40．01� 4．5�
610 コスモソユーズ 牡6栗 60 石神 深一 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新ひだか マークリ牧場 494－ 23：40．21 44．2�
46 	 メイショウヨシミツ 牡5栗 60 田村 太雅松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 458± 03：40．52 13．3�
69 
 ウォークラウン 牡8鹿 60 林 満明加藤 守氏 中竹 和也 米 Carl Rosen

Associates B510± 0 〃 ハナ 53．5�
814 マッキーバッハ 牡9鹿 60 高田 潤薪浦 亨氏 牧田 和弥 門別 浜本牧場 488＋ 6 〃 クビ 2．6	
58 	 トーセンプラチナ 牡5鹿 60 五十嵐雄祐島川 
哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 484－ 23：40．6クビ 17．6�
813 シャイニーブラック �7黒鹿61 浜野谷憲尚小林 昌志氏 伊藤 伸一 平取 雅 牧場 450－ 83：40．7� 11．9�
712 リリースバージョン 牡7鹿 60 横山 義行薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 追分ファーム 476－ 63：41．12� 219．5
34 レーザーインパクト 牡5鹿 60 中村 将之杉山 忠国氏 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム 458－ 23：41．52� 83．0�
711 ユニバーサルアゲン 牡6鹿 60 草野 太郎浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 438－143：42．67 79．5�
33 フサイチアソート �9栗 60 難波 剛健岡田 牧雄氏 佐山 優 早来 ノーザンファーム 454＋ 63：42．7クビ 28．5�
22 ゴールデンガッツ 牡9栗 61 植野 貴也�協栄 加用 正 門別 タバタファーム 508＋ 23：43．76 24．6�
45 シンワカントリー 牡6黒鹿61 大江原 圭ロイヤルパーク 武 宏平 日高 エンドレス

ファーム 514＋12 （競走中止） 101．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 13，253，200円 複勝： 20，331，300円 枠連： 9，379，300円
馬連： 21，707，100円 馬単： 17，876，400円 ワイド： 13，200，200円
3連複： 36，857，300円 3連単： 62，684，100円 計： 195，288，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 180円 � 590円 枠 連（1－5） 890円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 390円 �� 1，650円 �� 1，890円

3 連 複 ��� 9，440円 3 連 単 ��� 30，540円

票 数

単勝票数 計 132532 的中 � 28837（2番人気）
複勝票数 計 203313 的中 � 38300（2番人気）� 33452（3番人気）� 6642（7番人気）
枠連票数 計 93793 的中 （1－5） 7837（3番人気）
馬連票数 計 217071 的中 �� 17170（3番人気）
馬単票数 計 178764 的中 �� 8154（5番人気）
ワイド票数 計 132002 的中 �� 9511（3番人気）�� 1861（16番人気）�� 1614（20番人気）
3連複票数 計 368573 的中 ��� 2884（26番人気）
3連単票数 計 626841 的中 ��� 1515（83番人気）
上り 1マイル 1：44．1 4F 51．4－3F 38．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウヨウドウ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Caerleon デビュー 2011．3．6 阪神2着

2008．2．21生 �6黒鹿 母 ウェディングラヴ 母母 ヴィジットマン 障害：11戦2勝 賞金 48，660，000円
〔発走状況〕 ゴールデンガッツ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔競走中止〕 シンワカントリー号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため2周目1号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ゴールデンガッツ号は，平成26年1月26日から平成26年2月24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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ビービーラッシュ号
（非抽選馬） 3頭 アイティゴールド号・オウケンウッド号・サンレイランキング号

02030 1月25日 晴 良 （26中京1）第3日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走12時40分 （芝・左）

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

中央レコード
1：20．0
1：19．0

良
良

23 テンシノホホエミ 牝3鹿 54 小牧 太�浜本牧場 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 494＋141：22．1 4．9�
36 マイネパシオーネ 牝3栗 54 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 444± 0 〃 アタマ 5．3�
59 ノーブルサイレンス 牝3青鹿 54

53 ☆菱田 裕二吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか 城地 清満 422－ 21：22．84 15．2�
48 ラヴクレージー 牝3青鹿54 丸山 元気橋元 勇氣氏 吉村 圭司 浦河 富田牧場 450－121：22．9クビ 125．0�
714 キクノユニゾン 牡3鹿 56 川島 信二菊池 五郎氏 野中 賢二 浦河 松田 憲一 452 ―1：23．0� 19．5	
24 ヤ マ カ ゲ 牡3栗 56

55 ☆中井 裕二諸江 幸祐氏 加用 正 千歳 社台ファーム 462＋ 2 〃 クビ 7．2

12 シャルマンウーマン 牝3鹿 54 川須 栄彦阿部 紀子氏 清水 美波 浦河 宮内牧場 508＋ 6 〃 アタマ 35．3�
816 ヤマニンルポ 牡3鹿 56

55 ☆杉原 誠人土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 492＋101：23．1クビ 78．6�
715 エイシンノーティス 牝3鹿 54 藤岡 佑介�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 468－ 41：23．31� 7．0
612 マイネプレセア 牝3青鹿54 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 430＋ 4 〃 ハナ 13．7�
818 テ ム ル 牡3栗 56 西田雄一郎畑佐 博氏 岩戸 孝樹 新ひだか 沖田 博志 432＋10 〃 ハナ 158．9�
510 ヤマホトトギス 牝3鹿 54 松山 弘平江川 伸夫氏 矢野 照正 新冠 川上牧場 444－ 61：23．4クビ 54．2�
611 レディゴールド 牝3青鹿54 吉田 隼人片山 浄見氏 鈴木 伸尋 日高 賀張三浦牧場 452－ 4 〃 クビ 141．9�
817 サクラスマート 牝3鹿 54 勝浦 正樹�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡スタット 486－141：23．61� 16．0�
11 シ ゲ ル ウ ゴ 牡3青鹿56 高倉 稜森中 蕃氏 坪 憲章 新ひだか 石川 栄一 514－ 21：23．81� 160．8�
35 ベニノラブリー 牝3青鹿 54

51 ▲花田 大昂�紅谷 粕谷 昌央 新冠 川上 悦夫 426＋ 41：24．01� 75．2�
47 ホッコームサシ 牡3鹿 56 熊沢 重文矢部 道晃氏 飯田 明弘 浦河 梅田牧場 538＋ 21：24．32 66．3�
713 ベストゴール 牝3鹿 54 中舘 英二岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 404－ 41：24．61� 4．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 17，015，000円 複勝： 29，248，500円 枠連： 11，499，400円
馬連： 29，156，100円 馬単： 19，438，200円 ワイド： 17，459，100円
3連複： 44，023，000円 3連単： 64，786，400円 計： 232，625，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 240円 � 220円 � 410円 枠 連（2－3） 880円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 3，150円

ワ イ ド �� 730円 �� 1，100円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 5，490円 3 連 単 ��� 25，520円

票 数

単勝票数 計 170150 的中 � 27666（2番人気）
複勝票数 計 292485 的中 � 33608（5番人気）� 39332（3番人気）� 16591（6番人気）
枠連票数 計 114994 的中 （2－3） 9687（4番人気）
馬連票数 計 291561 的中 �� 13099（4番人気）
馬単票数 計 194382 的中 �� 4568（4番人気）
ワイド票数 計 174591 的中 �� 6023（6番人気）�� 3868（14番人気）�� 4209（12番人気）
3連複票数 計 440230 的中 ��� 5927（11番人気）
3連単票数 計 647864 的中 ��� 1874（44番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．1―11．7―11．9―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．2―45．9―57．8―1：09．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．2
3 ・（1，2）－6，3，9（4，8）（10，15）－（7，17）（12，11）14，16（5，13）－18 4 1，2（3，6）9（4，8，10）15，7（12，17）（11，14）16（5，13）－18

勝馬の
紹 介

テンシノホホエミ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ラストタイクーン デビュー 2013．9．14 阪神2着

2011．3．30生 牝3鹿 母 ユキノスイトピー 母母 シークレットローズ 4戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 テンシノホホエミ号の騎手小牧太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 タガノウォーリア号
（非抽選馬）11頭 ウインシビュラ号・エントラール号・オートクレール号・ティップトップ号・トウカイメール号・ネオヴァリアント号・

ハクユウドルフィン号・ヒロシデラックス号・ベルモントラハイナ号・ホワイトレーヌ号・ボンジュールショウ号



02031 1月25日 晴 良 （26中京1）第3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）

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
1：21．9
1：21．5

良
不良

24 ワキノネクサス 牝5鹿 55
54 ☆菱田 裕二脇山 良之氏 村山 明 新ひだか 広田牧場 446－ 21：25．3 6．8�

48 ネロディアマンテ 牝4青 54 丸山 元気 �サンデーレーシング 相沢 郁 日高 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 522＋161：25．61� 7．4�

23 ビ リ オ ネ ア 牝4鹿 54 太宰 啓介間野 隆司氏 藤岡 範士 新ひだか 田中 裕之 436－ 61：25．81 2．7�
59 ローゼズガーランド 牝5鹿 55

54 ☆中井 裕二藤田 在子氏 矢野 英一 日高 天羽 禮治 480－ 81：26．01� 12．6�
815 クラヴィコード 牝7栗 55 武 幸四郎広尾レース� 小崎 憲 様似 中脇 一幸 462－ 61：26．1� 35．7	
35 トーセンプリモ 牝5鹿 55 勝浦 正樹島川 
哉氏 古賀 史生 日高 前川ファーム 504＋ 2 〃 クビ 89．2�
47 	 テラノココロ 牝5青鹿55 松田 大作寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 422＋ 21：26．2クビ 26．7�
11 プ リ ュ ム 牝5栗 55 小牧 太 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム B462＋281：26．3� 6．1
816 アルテミシア 牝4鹿 54 藤岡 康太岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 小河 豊水 470＋ 41：26．51 87．8�
714	 ブロンドヒロイン 牝4栗 54 吉田 隼人 �社台レースホース田中 清隆 千歳 社台ファーム 448＋121：26．6� 78．8�
612	 ア ナ ン タ ン 牝5栗 55 中舘 英二川島 吉男氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 432＋ 21：26．7� 334．2�
713 ケリーダノビア 牝5鹿 55 松山 弘平吉田 照哉氏 田中 章博 千歳 社台ファーム 458＋ 2 〃 ハナ 6．2�
36 フェアリーガーデン 牝5鹿 55

52 ▲花田 大昂田頭 勇貴氏 武藤 善則 豊浦 飯原牧場 436－ 21：26．8� 31．8�
510 アルマシャウラ 牝4鹿 54 柴山 雄一コウトミックレーシング 鹿戸 雄一 浦河 上山牧場 440＋ 41：27．75 27．8�
12 	 ノーブルシャトル 牝4栗 54

51 ▲伴 啓太吉木 伸彦氏 松永 康利 様似 富田 恭司 B430－161：27．8クビ 219．2�
611 トーセンスタッフ 牝6黒鹿 55

54 ☆杉原 誠人島川 
哉氏 中川 公成 新ひだか 岡田牧場 464＋101：29．6大差 44．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 15，348，800円 複勝： 26，285，800円 枠連： 9，039，400円
馬連： 24，822，700円 馬単： 17，549，700円 ワイド： 14，595，300円
3連複： 36，633，300円 3連単： 59，093，200円 計： 203，368，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 190円 � 210円 � 140円 枠 連（2－4） 560円

馬 連 �� 2，590円 馬 単 �� 4，710円

ワ イ ド �� 760円 �� 340円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，970円 3 連 単 ��� 14，720円

票 数

単勝票数 計 153488 的中 � 17962（4番人気）
複勝票数 計 262858 的中 � 34714（2番人気）� 28949（3番人気）� 65492（1番人気）
枠連票数 計 90394 的中 （2－4） 11981（1番人気）
馬連票数 計 248227 的中 �� 7092（11番人気）
馬単票数 計 175497 的中 �� 2755（17番人気）
ワイド票数 計 145953 的中 �� 4431（8番人気）�� 11685（1番人気）�� 7896（3番人気）
3連複票数 計 366333 的中 ��� 13737（2番人気）
3連単票数 計 590932 的中 ��� 2963（30番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．4―12．4―12．8―12．7―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．9―34．3―46．7―59．5―1：12．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F38．6
3 ・（13，1）3，11，9，5，7，8（6，14）（4，15）－16，12，10＝2 4 ・（13，1）3－9（11，5，7，8）14（6，4，15）－（16，12）－10＝2

勝馬の
紹 介

ワキノネクサス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2012．1．14 京都5着

2009．3．15生 牝5鹿 母 ワキノバクシン 母母 メイショウフレスコ 23戦2勝 賞金 21，030，000円
［他本会外：1戦0勝］

02032 1月25日 晴 良 （26中京1）第3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）

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

中央レコード
1：49．4
1：47．8

良
重

57 クレスコモア 牡4黒鹿 56
55 ☆菱田 裕二堀川 三郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 532－ 41：53．9 2．3�

45 フリークエンシー 牡4黒鹿56 水口 優也山上 和良氏 湯窪 幸雄 新ひだか 松田 一夫 530± 01：54．11� 8．6�
33 レッドエンブレム 牡4黒鹿 56

55 ☆杉原 誠人 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 494＋ 4 〃 クビ 3．8�
56 ユキノスライダー 牡4栗 56

53 ▲城戸 義政遠藤 宗義氏 領家 政蔵 日高 川端 正博 456－ 21：54．2クビ 8．1�
813 メイショウソレイユ 牡4鹿 56 西村 太一松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 462－ 21：54．52 248．3�
22 ブロードスター �4鹿 56

53 ▲原田 敬伍安原 浩司氏 �島 一歩 浦河 バンブー牧場 496－ 21：54．6クビ 9．3	
711 オータムカラー 牝5栗 55

52 ▲長岡 禎仁 
社台レースホース小島 茂之 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B480－ 41：54．7� 33．4�

68 トキノサコン 牡6栗 57 平野 優田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川上 悦夫 494＋ 21：55．01� 33．2�
44 シゲルラシンバンザ 牡4鹿 56 田中 健森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 神垣 道弘 478＋ 81：55．21� 42．9
812 リンガスクリフ 牡6栗 57

56 ☆中井 裕二伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 508± 01：55．52 11．4�
11 アグネスグローリー 牡6栗 57 菅原 隆一渡辺 孝男氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 504－ 21：55．6� 175．0�
69 バロンミノル 牡4黒鹿 56

53 ▲花田 大昂吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 494＋ 61：55．7� 67．7�
710 ドラグレスク 牡4鹿 56

53 ▲伴 啓太村上 憲政氏 本田 優 日高 荒井ファーム 526－ 21：56．02 67．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 15，564，600円 複勝： 30，794，000円 枠連： 8，213，200円
馬連： 28，433，100円 馬単： 19，915，800円 ワイド： 16，248，800円
3連複： 41，929，500円 3連単： 75，242，500円 計： 236，341，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 170円 � 130円 枠 連（4－5） 660円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 350円 �� 190円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 6，840円

票 数

単勝票数 計 155646 的中 � 54426（1番人気）
複勝票数 計 307940 的中 � 94195（1番人気）� 36870（3番人気）� 62311（2番人気）
枠連票数 計 82132 的中 （4－5） 9202（2番人気）
馬連票数 計 284331 的中 �� 25845（2番人気）
馬単票数 計 199158 的中 �� 8874（5番人気）
ワイド票数 計 162488 的中 �� 10577（5番人気）�� 26591（1番人気）�� 6623（7番人気）
3連複票数 計 419295 的中 ��� 27030（3番人気）
3連単票数 計 752425 的中 ��� 8126（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―38．5―51．4―1：03．5―1：16．1―1：28．5―1：40．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クレスコモア �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2012．7．15 中京5着

2010．2．25生 牡4黒鹿 母 ラ ブ レ タ ー 母母 ナショナルポートレイト 16戦2勝 賞金 30，400，000円
〔制裁〕 フリークエンシー号の騎手水口優也は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番・1番）
※トキノサコン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



02033 1月25日 晴 良 （26中京1）第3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，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
1：21．9
1：21．5

良
不良

815 ヒ シ ョ ウ �6栗 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新ひだか 岡田スタツド 464± 01：25．2 6．7�
713 ケ ッ キ セ ヨ 牡4鹿 56

55 ☆菱田 裕二一村 哲也氏 岡田 稲男 平取 有限会社中
田牧場 476－ 4 〃 クビ 3．8�

612 ハッピーヤングマン 牡5栗 57 藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 新ひだか 有限会社武岡牧場 470－ 81：25．41� 14．1�
48 トウショウタイド 牡4鹿 56 古川 吉洋トウショウ産業� 坪 憲章 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 570± 01：25．6� 38．7�
24 ア チ ー ヴ 牡4黒鹿56 松山 弘平前田 晋二氏 加藤 敬二 新ひだか 土居 忠吉 470± 01：25．81	 11．4�
36 ド ル モ ン 牡5鹿 57 丸山 元気伊藤 信之氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 B510＋ 6 〃 クビ 30．5	
11 
 マルトクスパート 牡4鹿 56 中舘 英二高浦 正雄氏 梅田 康雄 平取 清水牧場 484＋ 41：25．9� 77．0

714 シンキングマシーン �5黒鹿57 川須 栄彦佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 500－ 6 〃 ハナ 2．6�
59 キングズウェザー 牡4栗 56 武 幸四郎吉田 元嗣氏 藤沢 則雄 新冠 蛯名牧場 500＋201：26．0� 13．2�
816 ショウナンアポロン 牡4鹿 56 高倉 稜国本 哲秀氏 古賀 史生 洞�湖 メジロ牧場 500－ 2 〃 ハナ 100．5
12 コウユーサムライ 牡5栗 57 勝浦 正樹加治屋貞光氏 森 秀行 宮崎 戸田 ゆり子 506＋ 61：26．1クビ 26．0�
23 モオプナツヨシ 牡4黒鹿56 太宰 啓介横瀬 兼二氏 牧田 和弥 新ひだか 静内フジカワ牧場 486＋20 〃 クビ 13．6�
35 
 パ ス テ ィ 牡5鹿 57 西田雄一郎坂田 行夫氏 嶋田 潤 浦河 吉田 又治 456± 01：26．31	 81．4�
47 サンデーコア �5黒鹿57 竹之下智昭坂本 肇氏 中村 均 新冠 川上牧場 524＋101：26．51	 200．1�
611 ガムザッティ 牝4黒鹿 54

51 ▲城戸 義政吉田 照哉氏 平田 修 千歳 社台ファーム 484－ 61：26．92� 62．6�
510
 アヴェンタドール 牡4青鹿 56

55 ☆中井 裕二前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 チャンピオン
ズファーム 524＋241：27．11� 168．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，695，000円 複勝： 33，884，000円 枠連： 12，014，100円
馬連： 36，563，500円 馬単： 25，039，000円 ワイド： 20，749，500円
3連複： 56，894，400円 3連単： 92，350，300円 計： 298，189，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 170円 � 150円 � 310円 枠 連（7－8） 410円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 2，440円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，090円 �� 690円

3 連 複 ��� 2，510円 3 連 単 ��� 13，020円

票 数

単勝票数 計 206950 的中 � 24353（3番人気）
複勝票数 計 338840 的中 � 55815（3番人気）� 72060（2番人気）� 22246（5番人気）
枠連票数 計 120141 的中 （7－8） 21842（1番人気）
馬連票数 計 365635 的中 �� 28171（3番人気）
馬単票数 計 250390 的中 �� 7576（6番人気）
ワイド票数 計 207495 的中 �� 15570（3番人気）�� 4407（10番人気）�� 7247（5番人気）
3連複票数 計 568944 的中 ��� 16794（5番人気）
3連単票数 計 923503 的中 ��� 5235（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．7―48．3―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4F49．5―3F36．9
3 1，5（2，13）15，9（8，16）（11，14）4（3，10）（7，12）－6 4 1（5，13）（2，15）（8，9，16，14）（4，11）（3，10，12）7，6

勝馬の
紹 介

ヒ シ ョ ウ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Phone Trick デビュー 2010．9．4 新潟7着

2008．2．27生 �6栗 母 ソニックバード 母母 Orient Pearl 25戦2勝 賞金 30，400，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走状況〕 シンキングマシーン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 シンキングマシーン号は，平成26年1月26日から平成26年2月16日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。

02034 1月25日 晴 良 （26中京1）第3日 第10競走 ��
��1，400�な ず な 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 8，700，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 870，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．0
1：19．0

良
良

34 タガノグランパ 牡3鹿 56 菱田 裕二八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 482＋ 21：21．0 2．1�

22 � コスモグラウベ 牡3黒鹿56 中井 裕二 �ビッグレッドファーム 西園 正都 米 Ron
McCauley 450＋ 21：21．21� 10．9�

45 キンシノキセキ 牡3鹿 56 吉田 隼人若草クラブ 浅見 秀一 新冠 パカパカ
ファーム 480± 01：21．3	 11．9�

610 デンコウウノ 牡3鹿 56 古川 吉洋田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 484＋14 〃 クビ 148．2�
33 イ ス ル ギ 牝3黒鹿54 松田 大作山住 勲氏 牧浦 充徳 日高 チャンピオン

ズファーム 416－ 41：21．4
 117．7�
814� エイシンスパルタン 牡3芦 56 藤岡 佑介	栄進堂 藤岡 健一 米

Hill ’n’ Dale Equine
Haldings, Inc., Heilig-
brodt Racing Stable, et al

488－ 21：21．5クビ 2．5

11 タイセイララバイ 牝3青鹿54 松山 弘平田中 成奉氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 464－ 21：21．6	 18．2�
69 ヴ ィ ス ビ ー 牝3黒鹿54 丸山 元気大野 富生氏 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム 472－ 21：21．91	 128．3�
711 アマノウインジー 牡3黒鹿56 川須 栄彦中村 孝氏 湯窪 幸雄 日高 山際 辰夫 468－ 2 〃 クビ 36．9
46 アローズグリーム 牡3鹿 56 勝浦 正樹門野 文典氏 和田 雄二 浦河 日田牧場 500－ 21：22．0	 33．6�
57 トウシンムサシ 牡3栗 56 藤岡 康太	サトー 山内 研二 日高 増尾牧場 450＋ 8 〃 ハナ 51．5�
813 クールジョジョ 牝3黒鹿54 太宰 啓介川上 哲司氏 目野 哲也 日高 田中 元寿 426－ 41：22．31	 90．8�
712 ヴィンテージローズ 牝3栗 54 小牧 太吉田 勝己氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 406－161：23．68 31．0�
58 � ゴールドソレイユ 牝3栗 54 吉井 友彦合同会社JPN技研 山中 輝久 日高 ナカノファーム 410－ 11：24．02
 529．5�

（笠松） （笠松）

（14頭）

売 得 金
単勝： 27，008，100円 複勝： 42，559，300円 枠連： 14，377，800円
馬連： 60，510，700円 馬単： 39，398，800円 ワイド： 26，976，200円
3連複： 72，961，700円 3連単： 158，345，600円 計： 442，138，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 240円 � 250円 枠 連（2－3） 1，340円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 380円 �� 420円 �� 900円

3 連 複 ��� 2，390円 3 連 単 ��� 7，690円

票 数

単勝票数 計 270081 的中 � 101427（1番人気）
複勝票数 計 425593 的中 � 147395（1番人気）� 36007（3番人気）� 33404（4番人気）
枠連票数 計 143778 的中 （2－3） 7932（4番人気）
馬連票数 計 605107 的中 �� 33697（4番人気）
馬単票数 計 393988 的中 �� 17719（4番人気）
ワイド票数 計 269762 的中 �� 18550（2番人気）�� 16276（3番人気）�� 6861（9番人気）
3連複票数 計 729617 的中 ��� 22593（8番人気）
3連単票数 計1583456 的中 ��� 15206（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―34．7―46．3―57．6―1：09．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノグランパ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．11．24 京都1着

2011．4．30生 牡3鹿 母 タガノグラマラス 母母 タガノターキン 4戦2勝 賞金 28，591，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



02035 1月25日 晴 良 （26中京1）第3日 第11競走 ��
��1，200�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，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

中京スポニチ賞（1着）
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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

35 � エーシンシャラク 牡6芦 57 小牧 太�栄進堂 小崎 憲 新ひだか 木田牧場 B508－ 41：08．8 6．4�
715 スピークソフトリー 牝5鹿 55 武 幸四郎 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500＋ 8 〃 クビ 3．3�
48 アブマーシュ 牝5鹿 55 勝浦 正樹伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン

牧場 490＋ 21：08．9	 15．5�
611 カシノランナウェイ 
4栗 56 柴山 雄一柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 492－ 61：09．0	 13．7�
24 アグネスキズナ 牡4栗 56 中舘 英二渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 490－10 〃 クビ 38．3�
59 � ワイルドジョイ 牡7鹿 57 長岡 禎仁竹内 昭二氏 小島 茂之 新ひだか 三石ファーム 456± 0 〃 ハナ 188．7	
47 ワキノキセキ 牡4黒鹿56 藤岡 佑介脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 ベルモント

ファーム 470＋ 21：09．1クビ 8．9

12 シェルエメール 牝6黒鹿55 藤岡 康太前田 葉子氏 鈴木 孝志 新冠 ノースヒルズマネジメント 440＋ 2 〃 ハナ 14．0�
713 グ レ カ ー レ 牝4鹿 54 菱田 裕二 �スピードファーム和田正一郎 新冠 ラツキー牧場 438－ 41：09．2クビ 115．3
818 タイセイマテンロウ 
6青鹿57 吉田 隼人田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 464－20 〃 アタマ 37．3�
510 アーベントロート 牝5黒鹿55 松山 弘平 �社台レースホース笹田 和秀 千歳 社台ファーム 448－ 6 〃 ハナ 109．6�
36 オースミマイカ 牝6鹿 55 古川 吉洋�オースミ 昆 貢 新冠 若林牧場 B452－ 4 〃 ハナ 5．3�
714 フリーアズアバード 
6鹿 57 伊藤 工真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 金成 貴史 浦河 日進牧場 B466－ 4 〃 クビ 88．7�
23 タガノミューチャン 牝4鹿 54 田中 健八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 520＋281：09．3� 15．7�
11 ストロングロビン 牡8鹿 57 高倉 稜村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 484＋ 61：09．4クビ 43．5�
816 コンサートレディ 牝5鹿 55 丸山 元気平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 470＋10 〃 クビ 14．3�
817 キャストロメファ 牝4鹿 54 杉原 誠人手嶋 康雄氏 松永 康利 新冠 奥山 博 448－ 81：09．72 135．9�
612 マイネサヴァラン 牝5青鹿55 中井 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 460－ 21：10．01� 24．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 32，601，400円 複勝： 56，689，000円 枠連： 36，700，200円
馬連： 121，957，800円 馬単： 65，358，100円 ワイド： 48，647，100円
3連複： 188，501，800円 3連単： 299，268，400円 計： 849，723，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 210円 � 160円 � 370円 枠 連（3－7） 510円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 2，820円

ワ イ ド �� 570円 �� 1，720円 �� 970円

3 連 複 ��� 7，550円 3 連 単 ��� 37，250円

票 数

単勝票数 計 326014 的中 � 40563（3番人気）
複勝票数 計 566890 的中 � 69981（3番人気）� 117908（1番人気）� 32836（7番人気）
枠連票数 計 367002 的中 （3－7） 53922（1番人気）
馬連票数 計1219578 的中 �� 68551（2番人気）
馬単票数 計 653581 的中 �� 17117（4番人気）
ワイド票数 計 486471 的中 �� 22214（2番人気）�� 6693（21番人気）�� 12225（9番人気）
3連複票数 計1885018 的中 ��� 18429（20番人気）
3連単票数 計2992684 的中 ��� 5930（83番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．2―11．5―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．8―45．3―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F35．0
3 18（13，17）－5（12，14）（4，8，16）（3，7，10）9（1，15）6，11，2 4 18，13，17，5（12，14）4（8，16）（3，7）10（1，9，15）6－11，2

勝馬の
紹 介

�エーシンシャラク �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Storm Cat

2008．3．15生 牡6芦 母 キ ャ タ リ ナ 母母 Carolina Saga 8戦2勝 賞金 29，635，000円
地方デビュー 2011．5．24 園田 ［他本会外：1戦0勝］

〔発走状況〕 タイセイマテンロウ号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 タイセイマテンロウ号は，発走調教再審査。

02036 1月25日 晴 良 （26中京1）第3日 第12競走 ��
��2，200�

か な や ま

金 山 特 別
発走16時00分 （芝・左）
4歳以上，500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 455，000円 130，000円 65，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．5
2：10．0

良
良

24 タイセイドリーム 牡4鹿 56 小牧 太田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 534± 02：14．2 1．8�
611 トーセンウィンドウ 牝4栗 54 松山 弘平島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 442－ 2 〃 クビ 30．7�
47 タイセイボルト 牡4青鹿56 川須 栄彦田中 成奉氏 矢作 芳人 新冠 新冠橋本牧場 B468＋102：14．41 45．3�
35 ア ー カ イ ブ 牡5鹿 57 丸山 元気 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 492＋ 8 〃 クビ 5．8�
48 オ ム ニ バ ス 牡4青鹿56 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486＋ 42：14．5クビ 7．1	
815 タイセイグルーヴィ 牡5鹿 57 勝浦 正樹田中 成奉氏 池上 昌弘 日高 日高大洋牧場 468＋ 2 〃 クビ 11．9

510 ボーイフレンド 牡5栗 57 武 幸四郎北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 452＋ 62：14．71� 40．7�
12 セプテントリオ 牡4黒鹿56 柴山 雄一 �社台レースホース鈴木 康弘 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512＋ 62：14．8クビ 15．6�
816	 レイトライザー 牡4黒鹿56 高倉 稜中西 功氏 加藤 敬二 青森 諏訪牧場 458＋102：15．65 143．5
714 ジ リ オ ン 牡4黒鹿56 太宰 啓介近藤 克麿氏 清水 出美 安平 ノーザンファーム 530－ 42：15．81
 99．2�
59 ヴェイパーコーン 牡4栗 56 中舘 英二 �グリーンファーム和田 正道 新ひだか 前田 宗将 B522＋ 82：16．01 93．7�
36 テ ン カ イ チ 牡4鹿 56 黛 弘人大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム 454＋ 8 〃 クビ 98．7�
23 マイネルハートレー 牡5青鹿57 中井 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム 500－ 22：16．21 62．0�
612	 セルリアンディンゴ 牡6黒鹿57 藤岡 康太�イクタ 福島 信晴 むかわ フラット牧場 486－ 22：16．3� 57．8�
11 テーオーレジェンド 牡5栗 57 藤岡 佑介小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 504－ 2 〃 ハナ 13．5�
713 テイエムオオラジャ 牡4鹿 56 菱田 裕二竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 新井 昭二 B532＋ 22：16．72
 219．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，391，300円 複勝： 56，376，000円 枠連： 18，804，600円
馬連： 74，765，800円 馬単： 43，758，100円 ワイド： 30，324，700円
3連複： 90，088，900円 3連単： 168，687，000円 計： 513，196，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 460円 � 690円 枠 連（2－6） 1，480円

馬 連 �� 2，530円 馬 単 �� 3，500円

ワ イ ド �� 840円 �� 1，040円 �� 7，590円

3 連 複 ��� 18，970円 3 連 単 ��� 76，010円

票 数

単勝票数 計 303913 的中 � 137547（1番人気）
複勝票数 計 563760 的中 � 256930（1番人気）� 20052（7番人気）� 12486（8番人気）
枠連票数 計 188046 的中 （2－6） 9392（5番人気）
馬連票数 計 747658 的中 �� 21839（8番人気）
馬単票数 計 437581 的中 �� 9242（11番人気）
ワイド票数 計 303247 的中 �� 9274（7番人気）�� 7288（8番人気）�� 936（57番人気）
3連複票数 計 900889 的中 ��� 3505（53番人気）
3連単票数 計1686870 的中 ��� 1638（212番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．4―13．0―13．6―12．6―12．2―12．0―11．6―11．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．4―23．5―34．9―47．9―1：01．5―1：14．1―1：26．3―1：38．3―1：49．9―2：01．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F35．9
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイドリーム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2012．6．30 中京2着

2010．2．24生 牡4鹿 母 モアザンベスト 母母 Laguna Seca 17戦2勝 賞金 45，667，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 オムニバス号の騎手吉田隼人は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）

トーセンウィンドウ号の騎手松山弘平は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
〔その他〕 マイネルハートレー号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。



（26中京1）第3日 1月25日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 183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

176，890，000円
2，870，000円
1，680，000円
16，240，000円
64，589，000円
6，387，600円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
226，092，400円
411，386，000円
148，156，000円
480，133，800円
315，854，000円
241，818，300円
703，046，300円
1，214，774，200円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 3，741，261，000円

総入場人員 11，582名 （有料入場人員 10，700名）
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