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02037 1月27日 晴 良 （25中京1）第4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

24 ダイナミックウオー 牡3黒鹿56 高倉 稜小川 勲氏 目野 哲也 浦河 駿河牧場 512－ 21：54．5 1．3�
23 レッドサクセサー 牡3青鹿56 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 平取 坂東牧場 518＋ 61：55．88 12．7�
611� ソ ヴ ラ ー ノ 牡3鹿 56 丸山 元気藤田 孟司氏 吉村 圭司 米 Takeshi

Fujita 480－101：56．43� 24．8�
714 オースミアイビス 牡3栗 56

53 ▲藤懸 貴志�オースミ 山内 研二 浦河 信成牧場 512± 01：56．71� 7．0�
11 アフリートイモン 牡3鹿 56

53 ▲水口 優也井門 敏雄氏 小原伊佐美 日高 坂 牧場 560＋ 41：56．8� 111．5�
12 ケツァルコアトル 牡3青鹿56 黛 弘人	ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 岡田スタツド 500－ 21：57．12 86．4

48 トーセンカラヤン 牡3芦 56 西田雄一郎島川 �哉氏 鈴木 康弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 478－ 4 〃 アタマ 428．5�
510 レニンフェア 牡3鹿 56

53 ▲菱田 裕二 	社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム B530＋121：57．42 11．2
35 テルミニスト 牡3黒鹿 56

53 ▲山崎 亮誠加藤 厚子氏 松永 康利 新冠 大狩部牧場 460＋ 21：57．71� 42．1�
36 スナークスクリプト 牡3鹿 56 鮫島 良太杉本 豊氏 藤岡 範士 新ひだか 嶋田牧場 488－ 81：58．76 99．9�
713� アスターバリュー 牝3芦 54 古川 吉洋加藤 久枝氏 武田 博 米 Polo Green

Stable 440＋ 21：59．01� 290．5�
47 デルマハンニャ 牝3鹿 54

52 △西村 太一浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 412－ 81：59．1� 370．9�
815 アースストライカー 牡3鹿 56

53 ▲中井 裕二西山 茂行氏 宮本 博 新冠 川上牧場 498－ 2 〃 ハナ 31．2�
59 ジャニスクライ 牝3青鹿54 川島 信二釘田 秀一氏 黒岩 陽一 新冠 川上牧場 418－ 81：59．42 334．9�
612 ファーマブライド 牝3鹿 54 大野 拓弥中西 功氏 牧田 和弥 日高 高山牧場 446＋ 2 （競走中止） 59．9�
816 アクアブルーサニー 牡3鹿 56 武 幸四郎佐野 清氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 480＋ 4 （競走中止） 52．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，507，100円 複勝： 49，727，100円 枠連： 8，136，100円
馬連： 25，320，800円 馬単： 22，652，100円 ワイド： 13，465，900円
3連複： 36，976，700円 3連単： 71，102，400円 計： 244，888，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 250円 � 340円 枠 連（2－2） 670円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 320円 �� 440円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 2，800円 3 連 単 ��� 7，380円

票 数

単勝票数 計 175071 的中 � 107941（1番人気）
複勝票数 計 497271 的中 � 363271（1番人気）� 19895（4番人気）� 12843（5番人気）
枠連票数 計 81361 的中 （2－2） 8965（3番人気）
馬連票数 計 253208 的中 �� 28118（3番人気）
馬単票数 計 226521 的中 �� 17880（3番人気）
ワイド票数 計 134659 的中 �� 11714（3番人気）�� 7627（4番人気）�� 1989（17番人気）
3連複票数 計 369767 的中 ��� 9759（8番人気）
3連単票数 計 711024 的中 ��� 7119（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．8―37．9―51．0―1：03．5―1：15．6―1：28．5―1：41．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダイナミックウオー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Salt Lake デビュー 2012．6．10 阪神7着

2010．4．15生 牡3黒鹿 母 クリノトップレディ 母母 ビーバップアルー 8戦1勝 賞金 11，050，000円
〔競走中止〕 アクアブルーサニー号は，最後の直線コースで，疾病を発症した「ファーマブライド」号に触れてつまずき，騎手が落馬し

たため競走中止。
ファーマブライド号は，競走中に疾病〔右第1指節種子骨粉砕骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

※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 エンペラーバイオ号・ショウサンメグレス号

02038 1月27日 晴 良 （25中京1）第4日 第2競走 1，200�サラブレッド系4歳以上
発走10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� コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

35 オレハメジャー 牡4栗 56
54 △西村 太一北所 直人氏 藤岡 範士 新冠 小泉牧場 444＋ 41：13．0 9．6�

58 ストリートハンター 牡4鹿 56
53 ▲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 514＋ 81：13．42� 4．3�

23 � ロクイチスマイル 牝4芦 54 大野 拓弥栗本 博晴氏 奥平 雅士 新冠 川上 悦夫 492＋ 4 〃 クビ 9．9�
611 タイセイマグナム 牡5栗 57

54 ▲中井 裕二田中 成奉氏 新川 恵 新冠 松本 信行 B542＋ 21：13．5� 6．3�
814 タカノキング 牡6鹿 57 西田雄一郎山口多賀司氏 梅田 康雄 浦河 山下 恭茂 472－12 〃 クビ 40．2�
22 レディオブパーシャ 牝5栗 55 古川 吉洋 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 476＋ 81：13．6クビ 3．2	
610 キクノフェーデ 牡6鹿 57

54 ▲水口 優也菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム B520－101：13．81 27．6

34 � ツキミハナミ 牡4芦 56 川須 栄彦木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 本桐牧場 468＋ 21：14．01� 17．2�
11 カルナヴァレ 牝4鹿 54

51 ▲横山 和生安原 浩司氏 本田 優 新ひだか 前田牧場 472＋ 61：14．32 23．2�
47 リッカスウィープ 牡6鹿 57 中舘 英二立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 佐々木 貴博 490＋ 21：14．4クビ 59．1
815 ウォーターサウンド 牡6栗 57 鮫島 良太山岡 良一氏 鮫島 一歩 新ひだか 千代田牧場 B488＋ 81：14．5� 147．3�
713 ディアジーローズ 牝4青 54 勝浦 正樹ディアレスト 田村 康仁 新ひだか タイヘイ牧場 B422－ 21：14．6� 12．4�
46 リプレイスインディ �4鹿 56 丸山 元気古川 智洋氏 中川 公成 新ひだか 静内酒井牧場 484＋ 21：14．91� 13．4�
59 � コホウノカガヤキ 牝5鹿 55

52 ▲藤懸 貴志中島 稔氏 飯田 雄三 日高 庫宝牧場 452＋ 41：15．32� 217．8�
（14頭）

712 カリステジア 牝5鹿 55 丸田 恭介岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 日高 いとう牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 13，924，800円 複勝： 23，318，000円 枠連： 8，883，600円
馬連： 28，376，000円 馬単： 19，049，100円 ワイド： 15，647，300円
3連複： 43，980，300円 3連単： 61，517，000円 計： 214，696，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 260円 � 190円 � 270円 枠 連（3－5） 1，360円

馬 連 �� 2，110円 馬 単 �� 4，480円

ワ イ ド �� 810円 �� 1，270円 �� 830円

3 連 複 ��� 5，610円 3 連 単 ��� 37，250円

票 数

単勝票数 差引計 139248（返還計 694） 的中 � 11473（4番人気）
複勝票数 差引計 233180（返還計 974） 的中 � 23009（4番人気）� 38070（2番人気）� 21286（5番人気）
枠連票数 差引計 88836（返還計 25） 的中 （3－5） 4827（5番人気）
馬連票数 差引計 283760（返還計 4357） 的中 �� 9959（8番人気）
馬単票数 差引計 190491（返還計 2825） 的中 �� 3141（14番人気）
ワイド票数 差引計 156473（返還計 1927） 的中 �� 4865（7番人気）�� 2971（15番人気）�� 4696（8番人気）
3連複票数 差引計 439803（返還計 10737） 的中 ��� 5786（16番人気）
3連単票数 差引計 615170（返還計 15048） 的中 ��� 1219（111番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―12．2―12．8―11．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．6―35．8―48．6―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オレハメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Theatrical デビュー 2011．12．25 阪神6着

2009．4．30生 牡4栗 母 ブランドシャトル 母母 プレイリースカイ 9戦2勝 賞金 13，700，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時25分に変更。
〔出走取消〕 カリステジア号は，疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため出走取消。

第１回 中京競馬 第４日



02039 1月27日 晴 良 （25中京1）第4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）

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

813 デルマイザナミ 牝4鹿 54
51 ▲中井 裕二浅沼 廣幸氏 高野 友和 日高 ファニーヒルファーム 438－ 61：54．7 15．8�

45 � ア ラ ン ロ ド 牝5栗 55
52 ▲水口 優也村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 436－ 81：54．91� 6．9�

44 クリアザウェイ 牝5黒鹿55 丸田 恭介 �社台レースホース栗田 博憲 安平 追分ファーム 494＋16 〃 ハナ 6．1�
68 フーラブライド 牝4鹿 54 古川 吉洋吉田 和子氏 木原 一良 登別 青藍牧場 468＋ 21：55．21� 2．4�
69 ブルーメリディアン 牝4黒鹿54 大野 拓弥 �ブルーマネジメント加藤 征弘 新ひだか 佐竹 学 448＋ 21：55．83� 15．1	
57 マコトラピスラズリ 牝4鹿 54 丸山 元気尾田左知子氏 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 440－12 〃 アタマ 22．7

711 フェアリーガーデン 牝4鹿 54

51 ▲菱田 裕二田頭 勇貴氏 武藤 善則 豊浦 飯原牧場 430＋ 61：55．9� 12．2�
33 � レ イ テ ッ ド 牝5栗 55 松田 大作北畑 忍氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 462＋ 81：56．22 5．9�
22 ニシノフェミニン 牝6黒鹿 55

53 △西村 太一西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 452－ 21：56．3� 87．5
812 ピュアダイヤモンド 牝4青鹿54 黛 弘人 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 448－ 61：56．4クビ 56．0�
56 トーアシシイ 牝5栗 55 川須 栄彦高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 472－ 81：56．82� 81．1�
710 ミラクルフラッグ 牝6栗 55 田中 博康小林 英一氏 岩戸 孝樹 日高 出口牧場 B508＋101：56．9� 49．1�
11 ネオザスティング 牝5栗 55

52 ▲藤懸 貴志小林 仁幸氏 平田 修 千歳 社台ファーム 450＋101：57．0クビ 29．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 14，934，600円 複勝： 22，198，600円 枠連： 8，043，600円
馬連： 24，369，700円 馬単： 17，969，600円 ワイド： 13，632，100円
3連複： 33，954，000円 3連単： 55，257，500円 計： 190，359，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，580円 複 勝 � 360円 � 190円 � 210円 枠 連（4－8） 1，920円

馬 連 �� 5，440円 馬 単 �� 11，000円

ワ イ ド �� 1，800円 �� 1，500円 �� 630円

3 連 複 ��� 10，000円 3 連 単 ��� 81，400円

票 数

単勝票数 計 149346 的中 � 7478（7番人気）
複勝票数 計 221986 的中 � 14020（7番人気）� 35519（2番人気）� 28825（3番人気）
枠連票数 計 80436 的中 （4－8） 3105（9番人気）
馬連票数 計 243697 的中 �� 3308（21番人気）
馬単票数 計 179696 的中 �� 1206（43番人気）
ワイド票数 計 136321 的中 �� 1806（22番人気）�� 2189（17番人気）�� 5637（6番人気）
3連複票数 計 339540 的中 ��� 2507（33番人気）
3連単票数 計 552575 的中 ��� 501（280番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．0―38．3―51．4―1：03．5―1：16．3―1：29．3―1：41．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デルマイザナミ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2011．7．24 京都9着

2009．4．10生 牝4鹿 母 ローザロッサ 母母 マンボステップ 13戦2勝 賞金 15，850，000円

02040 1月27日 晴 良 （25中京1）第4日 第4競走 1，400�サラブレッド系3歳
発走11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
1：22．5
1：21．5

良
不良

47 キングズウェザー 牡3栗 56 中舘 英二吉田 元嗣氏 藤沢 則雄 新冠 蛯名牧場 492± 01：26．3 3．6�
611 サンライズネオ 牡3黒鹿56 丸田 恭介松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 478－ 8 〃 クビ 5．5�
24 トミケンプレミオ 牡3鹿 56 宮崎 北斗冨樫 賢二氏 天間 昭一 浦河 梅田牧場 494－ 41：26．62 7．8�
816 タイムアラウド 牡3鹿 56

53 ▲藤懸 貴志有限会社シルク木原 一良 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460－ 41：26．7� 5．4�

713 ドラグレスク 牡3鹿 56 古川 吉洋村上 憲政氏 本田 優 日高 荒井ファーム 518＋ 21：27．23 9．2�
59 サトノユニコーン 牡3鹿 56 川須 栄彦里見 治氏 橋口弘次郎 新ひだか グランド牧場 470± 01：28．05 8．1�
510 ヒキャクノアシ 牡3鹿 56 丸山 元気小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 460－ 4 〃 ハナ 16．8	
612 コウエイレディー 牝3鹿 54

51 ▲菱田 裕二西岡 静男氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 458－ 41：28．21� 79．6

23 エンデュミオン 牡3栗 56 西田雄一郎藤田 宗平氏 本間 忍 日高 日西牧場 518＋ 41：28．3クビ 166．0�
815 パラッパラッパー 牡3鹿 56 上村 洋行西森 鶴氏 領家 政蔵 浦河 杵臼斉藤牧場 474－ 21：28．83 9．3�
714 アラビアンドラゴン 牡3芦 56 松田 大作吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 444＋ 41：28．9� 73．8
35 ロングブレーヴ 牡3栗 56

53 ▲中井 裕二中井 敏雄氏 長浜 博之 浦河 小島牧場 452＋ 41：29．32� 55．4�
36 ダンシングビート 牡3栗 56 大野 拓弥杉山 忠国氏 松山 将樹 新ひだか 明治牧場 484－ 4 〃 ハナ 158．5�
12 ダイヤパッション 牝3栗 54 的場 勇人大野 數芳氏 金成 貴史 平取 北島牧場 436－ 81：29．93� 187．1�
48 テイエムデンゲキ 牡3黒鹿56 田中 健竹園 正繼氏 鈴木 孝志 新冠 新冠橋本牧場 478－ 41：30．0� 153．3�
11 チェリーヒュドラー 牡3青 56

53 ▲横山 和生櫻井 悦朗氏 勢司 和浩 浦河 大成牧場 456± 01：31．38 51．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 12，890，800円 複勝： 21，483，500円 枠連： 6，747，000円
馬連： 22，922，700円 馬単： 16，229，700円 ワイド： 12，110，100円
3連複： 33，525，200円 3連単： 51，838，500円 計： 177，747，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 190円 � 230円 枠 連（4－6） 1，170円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，550円

ワ イ ド �� 480円 �� 470円 �� 800円

3 連 複 ��� 2，500円 3 連 単 ��� 12，660円

票 数

単勝票数 計 128908 的中 � 28782（1番人気）
複勝票数 計 214835 的中 � 46433（1番人気）� 28869（3番人気）� 22143（5番人気）
枠連票数 計 67470 的中 （4－6） 4262（7番人気）
馬連票数 計 229227 的中 �� 14317（2番人気）
馬単票数 計 162297 的中 �� 4706（4番人気）
ワイド票数 計 121101 的中 �� 6371（4番人気）�� 6618（2番人気）�� 3565（11番人気）
3連複票数 計 335252 的中 ��� 9922（4番人気）
3連単票数 計 518385 的中 ��� 3022（15番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．7―12．5―13．0―12．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―35．0―47．5―1：00．5―1：13．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キングズウェザー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2012．12．1 阪神3着

2010．3．16生 牡3栗 母 レッツファイト 母母 チャイナオーヒメ 4戦1勝 賞金 8，600，000円
〔制裁〕 テイエムデンゲキ号の騎手田中健は，前検量の際に所定の検量時刻に遅れたことについて過怠金10，000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。
（非当選馬） 1頭 メイショウポピュラ号
（非抽選馬） 3頭 エドノキミツ号・カシノソウル号・カワキタミラクル号



02041 1月27日 晴 良 （25中京1）第4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

59 ポ ポ ル ブ フ 牡3芦 56 高倉 稜吉田 哲哉氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 474＋ 22：05．1 5．5�
612 エスターブレ 牝3栗 54 川須 栄彦草野 仁氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 444－ 42：05．31� 29．6�
11 コスモスターター 牝3栗 54 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 鈴木 康弘 新冠 ビッグレッドファーム 420＋ 82：05．62 185．0�
510 ミッキーサクセス 牡3栗 56

53 ▲菱田 裕二野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 502＋ 4 〃 ハナ 4．4�
35 ロングボンズ 牝3黒鹿 54

51 ▲中井 裕二中井 敏雄氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 422－ 4 〃 ハナ 9．3�
48 レッドアモーレ 牝3鹿 54 松田 大作 	東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 498＋102：05．81� 15．3

12 ウインデスティニー 牡3栗 56 川島 信二	ウイン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 426＋ 22：05．9� 37．0�
23 ヒカリサスペンス 牡3鹿 56 大野 拓弥	ヒカリクラブ 牧田 和弥 新ひだか 前谷 武志 476－ 8 〃 アタマ 3．4�
36 シュペトレーゼ 牝3鹿 54 丸田 恭介 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 436－ 62：06．22 9．4
611 サンライズムーン 牡3鹿 56

53 ▲藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 日高 ヤナガワ牧場 504－ 82：06．41 15．7�
24 ジュルヴォアソング 牡3鹿 56

53 ▲山崎 亮誠廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 492－ 42：06．5クビ 55．8�
818 マイネルカミカゼ 牡3黒鹿56 丸山 元気 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 浦河 畔高牧場 454＋ 6 〃 クビ 49．2�
714 ファインドラゴン 牡3鹿 56

54 △西村 太一吉田 昭一氏 阿部 新生 新冠 八木 常郎 430－ 42：06．71� 353．7�
817 ゲンキチタチカゼ 牡3鹿 56 的場 勇人荒井 壽明氏 手塚 貴久 日高 サンシャイン

牧場 458－ 6 〃 クビ 33．3�
713 ティマイドリーム 牡3鹿 56 中舘 英二田畑 利彦氏 境 直行 浦河 鎌田 正嗣 492＋ 82：06．91� 53．3�
715 ルナーエイジ 牡3黒鹿56 田中 博康 H.H．シェイク・ハムダン 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446－102：07．0� 39．2�
47 クイニーアマン 牝3栗 54

51 ▲水口 優也新木 鈴子氏 小原伊佐美 日高 ナカノファーム 418± 02：07．42� 214．2�
816 アンサーソング 牝3黒鹿54 勝浦 正樹 �社台レースホース田島 俊明 安平 追分ファーム 448－ 42：07．93 43．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 16，874，200円 複勝： 26，507，000円 枠連： 11，349，800円
馬連： 28，141，700円 馬単： 19，679，100円 ワイド： 15，707，900円
3連複： 42，145，900円 3連単： 64，290，700円 計： 224，696，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 230円 � 680円 � 5，380円 枠 連（5－6） 1，260円

馬 連 �� 9，950円 馬 単 �� 14，080円

ワ イ ド �� 2，640円 �� 15，480円 �� 53，880円

3 連 複 ��� 420，320円 3 連 単 ��� 1，694，520円

票 数

単勝票数 計 168742 的中 � 24591（3番人気）
複勝票数 計 265070 的中 � 37204（3番人気）� 9565（8番人気）� 1092（17番人気）
枠連票数 計 113498 的中 （5－6） 6669（5番人気）
馬連票数 計 281417 的中 �� 2088（29番人気）
馬単票数 計 196791 的中 �� 1032（43番人気）
ワイド票数 計 157079 的中 �� 1493（29番人気）�� 248（95番人気）�� 71（136番人気）
3連複票数 計 421459 的中 ��� 74（450番人気）
3連単票数 計 642907 的中 ��� 28（2238番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．5―37．8―51．6―1：04．7―1：16．6―1：29．3―1：41．5―1：53．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．5―3F35．8
1
3

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

勝馬の
紹 介

ポ ポ ル ブ フ �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．1．13 京都3着

2010．4．16生 牡3芦 母 ノブレスオブリッジ 母母 スイートダイアナ 2戦1勝 賞金 6，500，000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 マイネグラディウス号・ヤマニンプードレ号

02042 1月27日 晴 良 （25中京1）第4日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走12時40分 （芝・左）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．0
1：19．0

良
良

817 ヒシガーネット 牝3青鹿54 丸山 元気阿部 雅英氏 佐々木晶三 新冠 カミイスタット 444 ―1：24．1 14．5�
510 アンスタンフィール 牝3鹿 54 松田 大作吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 478 ―1：24．31� 21．3�
611 タマモマナムスメ 牝3黒鹿 54

51 ▲菱田 裕二タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 422 ―1：24．4� 2．3�
816 シンハディーパ 牝3黒鹿54 川須 栄彦 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 420 ―1：24．5� 6．6�
714 ブライトクルーズ 牡3鹿 56 大下 智�岡崎牧場 加藤 和宏 浦河 高昭牧場 456 ―1：24．71 61．3	

（クレバークルーズ）

612 コンチェルティーノ 牝3青鹿54 大野 拓弥 �キャロットファーム 高木 登 千歳 社台ファーム 488 ―1：25．55 10．1

818 ブ リ ス 牝3栗 54 田中 博康河村 �平氏 伊藤 伸一 浦河 吉田 又治 426 ― 〃 ハナ 92．7�
715 サクラゲルダ 牝3芦 54 的場 勇人�さくらコマース田中 清隆 新ひだか 谷岡牧場 450 ―1：25．6� 61．2
12 シゴトガコイビト 牝3栗 54

51 ▲原田 和真高山 直樹氏 日吉 正和 日高 日西牧場 386 ―1：25．7� 93．2�
35 ラフジェントリー 牡3黒鹿56 勝浦 正樹今西 和雄氏 北出 成人 日高 合資会社カ

ネツ牧場 484 ―1：25．8� 6．8�
24 モ マ 牝3栗 54 丸田 恭介諸江 幸祐氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 430 ―1：26．11� 21．7�
48 ビッグガーネット 牝3鹿 54

51 ▲横山 和生�ビッグ 松永 幹夫 日高 ナカノファーム 452 ― 〃 ハナ 108．8�
713 トウショウヴァース 牡3栗 56 鮫島 良太トウショウ産業� 池添 兼雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 496 ― 〃 アタマ 14．9�
23 トーセンメッツ 牝3青鹿 54

51 ▲菅原 隆一島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ
スティファーム 472 ―1：26．2クビ 16．8�

47 ゴーイングカリスマ 牡3栗 56 田中 健田畑 利彦氏 鈴木 孝志 新ひだか 片岡 博 468 ― 〃 同着 138．9�
11 ハギノアムール 牝3黒鹿 54

51 ▲花田 大昂安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 454 ― 〃 クビ 50．9�
36 ハンバーガー 牝3栗 54 上村 洋行藤田 浩一氏 大竹 正博 新冠 松浦牧場 440 ―1：26．41 38．2�
59 キタノワンダー 牝3鹿 54 黛 弘人ジャパンフードビジネス� 高木 登 新ひだか 嶋田牧場 452 ― 〃 ハナ 97．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 15，737，700円 複勝： 21，220，800円 枠連： 11，466，100円
馬連： 24，781，400円 馬単： 18，093，800円 ワイド： 13，601，000円
3連複： 34，747，800円 3連単： 54，807，700円 計： 194，456，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，450円 複 勝 � 310円 � 360円 � 130円 枠 連（5－8） 2，830円

馬 連 �� 9，040円 馬 単 �� 18，870円

ワ イ ド �� 2，480円 �� 660円 �� 840円

3 連 複 ��� 6，720円 3 連 単 ��� 74，630円

票 数

単勝票数 計 157377 的中 � 8594（5番人気）
複勝票数 計 212208 的中 � 14172（5番人気）� 11425（7番人気）� 68846（1番人気）
枠連票数 計 114661 的中 （5－8） 2999（12番人気）
馬連票数 計 247814 的中 �� 2024（33番人気）
馬単票数 計 180938 的中 �� 708（63番人気）
ワイド票数 計 136010 的中 �� 1285（29番人気）�� 5291（5番人気）�� 4070（8番人気）
3連複票数 計 347478 的中 ��� 3817（19番人気）
3連単票数 計 548077 的中 ��� 542（196番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．1―36．0―48．4―1：00．7―1：12．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F35．7
3 ・（11，17）18（6，10，13）（5，2，12，14）－16（1，15）4，7，3，9－8 4 ・（11，17）18（6，10，13）（2，12，14）－（5，16）（1，4，15）－（7，3）－9－8

勝馬の
紹 介

ヒシガーネット �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Saint Ballado 初出走

2010．2．27生 牝3青鹿 母 ヒシバラード 母母 Hishi Amazon 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔その他〕 シンハディーパ号は，最後の直線コースで内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の15頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）15頭 アスターストーム号・ウインローラン号・ウェディングリング号・キョウワハーモニー号・クチュリエール号・

グッドジーン号・クレメンタイン号・スリーサンローズ号・ドラゴンウォーター号・ノアビーナス号・
バトルディアーナー号・マーティンゴールド号・ムゲンコウネン号・メイショウオリヅル号・メイショウテンニョ号



02043 1月27日 晴 良 （25中京1）第4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

713 カネトシリープイン 牡5芦 57 川須 栄彦兼松 利男氏 矢作 芳人 新冠 松浦牧場 B474－ 41：25．5 4．3�
11 イースターパレード �4栗 56 荻野 琢真�G1レーシング 平田 修 新ひだか 追分ファーム 494－ 41：26．13� 10．7�
814 リズミックビート 牡6栗 57

54 ▲中井 裕二名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 524＋ 2 〃 アタマ 4．5�
610� リアリーサムシング 牡5栗 57 鮫島 良太吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム 474± 01：26．31� 41．7�
58 � シゲルハンベイ 牡6栗 57 高倉 稜森中 蕃氏 梅内 忍 新ひだか 及川 ミツ子 496－ 21：26．4クビ 21．0�
611 ナイスヘイロー �4青鹿56 松田 大作菅藤 宗一氏 昆 貢 浦河 野表 俊一 470＋ 2 〃 クビ 23．8	
712� レチタティーヴォ �6鹿 57 丸田 恭介山上 和良氏 中川 公成 日高 横井 哲 442－ 61：26．71� 34．0

35 � ラブトゥオール 牡4黒鹿 56

53 ▲菱田 裕二安原 浩司氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 466± 01：26．8� 3．6�
47 � エクストラトーン 牡4芦 56

53 ▲水口 優也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 488－181：26．9クビ 69．1�

23 � ス ペ ク ラ 牡4鹿 56 中舘 英二林 正道氏 田村 康仁 安平 追分ファーム 494－ 21：27．0� 18．0
22 オルレアンノオトメ 牝6鹿 55 田中 博康�ミルファーム 武市 康男 新冠 イワミ牧場 B474＋101：27．1� 48．8�
46 � ヒシタイフーン 牡4青鹿56 丸山 元気阿部 雅英氏 小笠 倫弘 新冠 カミイスタット 480＋ 4 〃 クビ 18．2�
34 ア ラ デ ィ ン 牡4栗 56 古川 吉洋 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 460－ 21：28．05 25．5�
59 � アルティメイトラブ 牝4黒鹿54 大野 拓弥 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム 470＋ 81：28．1� 10．8�
815 キングビート 牡4黒鹿 56

53 ▲横山 和生�桜井牧場 国枝 栄 新ひだか 桜井牧場 480＋121：28．2� 87．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 15，841，000円 複勝： 23，838，700円 枠連： 9，616，900円
馬連： 29，272，200円 馬単： 19，469，000円 ワイド： 16，156，400円
3連複： 41，188，900円 3連単： 67，000，700円 計： 222，383，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 270円 � 180円 枠 連（1－7） 1，880円

馬 連 �� 2，490円 馬 単 �� 4，330円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 360円 �� 920円

3 連 複 ��� 3，470円 3 連 単 ��� 22，960円

票 数

単勝票数 計 158410 的中 � 29224（2番人気）
複勝票数 計 238387 的中 � 44095（1番人気）� 19439（5番人気）� 36934（3番人気）
枠連票数 計 96169 的中 （1－7） 3786（7番人気）
馬連票数 計 292722 的中 �� 8704（7番人気）
馬単票数 計 194690 的中 �� 3319（10番人気）
ワイド票数 計 161564 的中 �� 3725（10番人気）�� 12420（1番人気）�� 4134（8番人気）
3連複票数 計 411889 的中 ��� 8768（5番人気）
3連単票数 計 670007 的中 ��� 2154（35番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．1―47．3―1：00．1―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カネトシリープイン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Miswaki デビュー 2010．11．27 東京4着

2008．2．28生 牡5芦 母 アルディーミル 母母 Tara’s Number 31戦2勝 賞金 32，750，000円
〔制裁〕 イースターパレード号の騎手荻野琢真は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過

怠金30，000円。（被害馬：4番）

02044 1月27日 晴 良 （25中京1）第4日 第8競走 1，900�サラブレッド系4歳以上
発走13時40分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� 基準タイム

中央レコード
1：58．2
1：53．7

重
不良

46 サンライズスマート 牡4鹿 56
53 ▲菱田 裕二松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 474＋ 42：02．1 3．9�

711 タツグレート 牡4栗 56 丸田 恭介鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー
クスタツド 456－ 22：02．31� 4．6�

33 ビービーアックス 牡5鹿 57
54 ▲中井 裕二�坂東牧場 手塚 貴久 新冠 中本牧場 B490－ 6 〃 ハナ 6．6�

11 マーリンシチー 牡7鹿 57 丸山 元気 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 幾千世牧場 470＋ 22：02．4� 16．6�
69 スリーロブロイ 牡4鹿 56

53 ▲藤懸 貴志永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 B440＋ 2 〃 ハナ 4．7	
34 � テーオーダンシング �6鹿 57 荻野 琢真小笹 公也氏 梅田 智之 平取 清水牧場 528－10 〃 アタマ 24．4

22 パーフェクトダイヤ 牡4青鹿56 高倉 稜青山 洋一氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 B484＋162：02．82� 13．2�
57 グレートヴァリュー 牡5黒鹿57 松田 大作小林竜太郎氏 北出 成人 浦河 谷口牧場 B458－ 42：03．01� 25．8�
58 ヤマニンメダイユ 牡4鹿 56 田中 健土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 中田 浩美 480＋ 62：03．1� 22．2
813� リッカシャイニー 牡5鹿 57

54 ▲水口 優也立花 幸雄氏 武田 博 浦河 中島 俊明 518－102：03．2� 148．1�
814 ラ グ ナ ロ ク �7黒鹿57 古川 吉洋岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド B492－ 22：03．94 63．1�
45 エボニーナイト 牡4黒鹿56 川須 栄彦 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 512－ 42：04．1� 9．9�
712 メジロハクリュウ 牡5鹿 57 黛 弘人岩﨑 伸道氏 土田 稔 洞爺湖 メジロ牧場 484－102：04．31� 41．1�
610� グローバルチャージ 牡5芦 57 上野 翔�リーヴァ 松永 康利 新ひだか 藤沢牧場 B482－ 42：07．4大差 148．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，647，000円 複勝： 22，513，800円 枠連： 10，451，100円
馬連： 28，611，000円 馬単： 19，464，000円 ワイド： 14，975，500円
3連複： 38，663，800円 3連単： 71，286，400円 計： 221，612，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 160円 � 200円 枠 連（4－7） 600円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 440円 �� 600円 �� 630円

3 連 複 ��� 2，110円 3 連 単 ��� 8，760円

票 数

単勝票数 計 156470 的中 � 32424（1番人気）
複勝票数 計 225138 的中 � 36732（3番人気）� 40251（2番人気）� 27307（4番人気）
枠連票数 計 104511 的中 （4－7） 12882（1番人気）
馬連票数 計 286110 的中 �� 20972（2番人気）
馬単票数 計 194640 的中 �� 8783（2番人気）
ワイド票数 計 149755 的中 �� 8748（2番人気）�� 6069（5番人気）�� 5797（6番人気）
3連複票数 計 386638 的中 ��� 13583（3番人気）
3連単票数 計 712864 的中 ��� 6006（10番人気）

ハロンタイム 7．4―11．3―12．0―13．5―14．0―12．5―12．6―13．2―12．5―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―18．7―30．7―44．2―58．2―1：10．7―1：23．3―1：36．5―1：49．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．8
1
3

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

勝馬の
紹 介

サンライズスマート �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．1．9 京都11着

2009．4．17生 牡4鹿 母 レッドグラス 母母 タケイチオージョ 10戦2勝 賞金 15，120，000円
〔制裁〕 パーフェクトダイヤ号の騎手高倉稜は，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：12番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グローバルチャージ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年2月27日まで平

地競走に出走できない。



02045 1月27日 晴 良 （25中京1）第4日 第9競走 1，200�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
1：08．7
1：06．5

重
良

713 カリスマテーラー 牝7栗 55
52 ▲横山 和生中西 浩一氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 478± 01：10．3 32．5�

24 アンゲネーム �5鹿 57 川須 栄彦�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 466± 01：10．83 15．6�
817 エクセレントピーク 牝5鹿 55 丸田 恭介飯田 正剛氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 466＋ 6 〃 クビ 12．3�
35 ブラックウィドー 牝4栗 54 荻野 琢真吉澤 克己氏 小崎 憲 浦河トラストスリーファーム 480＋121：10．9クビ 25．9�
818� ニュアージゲラン 牝4鹿 54 黛 弘人白井 岳氏 大久保洋吉 日高 碧雲牧場 460＋ 8 〃 クビ 6．9�
12 ヤサカオディール 牝4黒鹿54 勝浦 正樹志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 八木 常郎 430＋ 81：11．0� 9．2	
23 グリューネワルト 牝6青鹿 55

52 ▲菱田 裕二 
サンデーレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム B472－141：11．1クビ 20．7�
59 � イッセキニチョウ 牡4鹿 56 古川 吉洋山口 春夫氏 和田 正道 新冠 柏木 一則 456－ 5 〃 ハナ 48．8�
611 カレンシェリーメイ 牝4鹿 54 大野 拓弥鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 406± 0 〃 ハナ 3．6
510 アルファジョイー 牡4鹿 56 西田雄一郎近藤 元子氏 鈴木 康弘 新冠 秋田牧場 484－ 2 〃 クビ 107．2�
36 トップルビー 牝5黒鹿55 鮫島 良太
宮内牧場 新川 恵 浦河 宮内牧場 462＋221：11．2クビ 9．8�
715 タンゴグラチア 牝4鹿 54 高倉 稜諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 436－ 21：11．3� 18．0�
48 カノヤミノリ 牡4芦 56 丸山 元気神田 薫氏 坂口 正則 登別 青藍牧場 472＋ 8 〃 ハナ 8．7�
47 � ドクトルコスモ 牝4栗 54

51 ▲山崎 亮誠湯澤 寛氏 松永 康利 浦河 畔高牧場 434＋ 51：11．4� 116．2�
11 セントアンズ 牝6栗 55

52 ▲水口 優也吉橋 計氏 石毛 善彦 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム 478－ 41：11．5� 85．7�

612� アスターローズ 牝7鹿 55 武 幸四郎加藤 久枝氏 加藤 敬二 門別 シンコーファーム 450－ 41：11．6� 106．1�
816 マジッククレスト 牝4青鹿 54

51 ▲藤懸 貴志 
キャロットファーム 藤岡 健一 浦河 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 436－ 61：11．81� 12．8�

714 トーセンファースト 牝4芦 54 中舘 英二島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ
スティファーム 476－ 41：12．43� 18．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 19，466，300円 複勝： 31，232，900円 枠連： 19，852，300円
馬連： 47，658，600円 馬単： 30，152，300円 ワイド： 22，664，100円
3連複： 75，365，000円 3連単： 131，598，400円 計： 377，989，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，250円 複 勝 � 860円 � 480円 � 420円 枠 連（2－7） 3，240円

馬 連 �� 23，040円 馬 単 �� 43，550円

ワ イ ド �� 4，770円 �� 4，690円 �� 2，470円

3 連 複 ��� 64，910円 3 連 単 ��� 365，120円

票 数

単勝票数 計 194663 的中 � 4731（13番人気）
複勝票数 計 312329 的中 � 9007（12番人気）� 17592（9番人気）� 20558（7番人気）
枠連票数 計 198523 的中 （2－7） 4531（15番人気）
馬連票数 計 476586 的中 �� 1527（76番人気）
馬単票数 計 301523 的中 �� 511（146番人気）
ワイド票数 計 226641 的中 �� 1163（66番人気）�� 1184（63番人気）�� 2280（31番人気）
3連複票数 計 753650 的中 ��� 857（217番人気）
3連単票数 計1315984 的中 ��� 266（1184番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．9―12．1―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．5―35．4―47．5―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カリスマテーラー �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2009．1．5 中山10着

2006．5．20生 牝7栗 母 ジャスミンリーフ 母母 ダムスペクタキュラー 27戦3勝 賞金 28，930，000円

02046 1月27日 晴 良 （25中京1）第4日 第10競走 2，000�
に し お

西 尾 特 別
発走14時50分 （芝・左）

牝，4歳以上，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
2：00．4
1：56．1

良
良

612 クイーンキセキ 牝4黒鹿54 松田 大作林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 440± 02：03．8 44．4�
714 プリュムローズ 牝4鹿 54 古川 吉洋野島 春男氏 庄野 靖志 日高 野島牧場 456－ 8 〃 ハナ 114．7�
36 スリーアフロディテ 牝4鹿 54 荻野 琢真永井商事� 須貝 尚介 むかわ 新井牧場 504＋24 〃 ハナ 6．4�
815 トーセンオーラ 牝4鹿 54 勝浦 正樹島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 458＋18 〃 クビ 7．0�
24 ハギノウィッシュ 牝4鹿 54 上村 洋行日隈 良江氏 鮫島 一歩 安平 ノーザンファーム 484－ 82：04．01 14．7	
35 サイレントクロップ 牝4青鹿54 高倉 稜 �グリーンファーム国枝 栄 千歳 社台ファーム B516＋18 〃 クビ 37．5

713 リングネブラ 牝4黒鹿54 丸田 恭介吉田 勝己氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 452＋ 22：04．1クビ 6．1�
11 マイネクイーン 牝5鹿 55 中井 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 浦河 富田牧場 456－ 4 〃 ハナ 16．5�
817 インダクティ 牝5黒鹿55 丸山 元気 サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 406＋ 82：04．31� 14．2�
59 ワタシマッテルワ 牝4鹿 54 川須 栄彦ターフ・スポート牧浦 充徳 浦河 中島牧場 430－ 2 〃 ハナ 5．2�
510 セ シ リ ア 牝4栗 54 黛 弘人田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 446＋ 2 〃 アタマ 8．0�
611 オークヒルパーク 牝5黒鹿55 中舘 英二宇田 豊氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 508－ 22：04．5� 9．1�
12 � ヴェルデライト 牝5鹿 55 大野 拓弥 キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 468＋ 62：04．71� 42．0�
48 ロゼシャンパーニュ 牝4黒鹿54 武 幸四郎大塚亮一� 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 418－ 2 〃 ハナ 20．1�
23 � ルーナピエーナ 牝5栗 55 宮崎 北斗髙樽さゆり氏 新開 幸一 日高 川島 良一 472＋142：04．91� 104．2�
816 ユリオプスデイジー 牝4栗 54 菱田 裕二飯田 正剛氏 安田 隆行 新ひだか 千代田牧場 482± 02：05．0クビ 98．5�
47 ミサソレムニス 牝4栗 54 鮫島 良太吉田 和美氏 高野 友和 洞爺湖 メジロ牧場 432＋ 82：05．85 56．2�

（17頭）

売 得 金
単勝： 21，829，900円 複勝： 36，451，400円 枠連： 21，122，800円
馬連： 57，832，200円 馬単： 38，046，600円 ワイド： 27，188，600円
3連複： 84，434，500円 3連単： 142，576，400円 計： 429，482，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，440円 複 勝 � 1，020円 � 3，120円 � 270円 枠 連（6－7） 2，340円

馬 連 �� 128，170円 馬 単 �� 295，570円

ワ イ ド �� 32，720円 �� 4，090円 �� 9，560円

3 連 複 ��� 546，610円 3 連 単 ��� 3，757，910円

票 数

単勝票数 計 218299 的中 � 3877（13番人気）
複勝票数 計 364514 的中 � 8742（11番人気）� 2703（16番人気）� 43077（3番人気）
枠連票数 計 211228 的中 （6－7） 6685（11番人気）
馬連票数 計 578322 的中 �� 333（126番人気）
馬単票数 計 380466 的中 �� 95（250番人気）
ワイド票数 計 271886 的中 �� 203（127番人気）�� 1651（46番人気）�� 699（87番人気）
3連複票数 計 844345 的中 ��� 114（549番人気）
3連単票数 計1425764 的中 ��� 28（3330番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．8―37．8―50．8―1：03．3―1：15．6―1：27．8―1：39．9―1：51．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F36．0
1
3
5，6，10，1，12，4，14，2，13（9，15）（3，11）（8，16）－（7，17）・（5，6）10（1，12）（4，14）（2，13，15）－（9，11）－3，16，8（7，17）

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

勝馬の
紹 介

クイーンキセキ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2011．9．25 阪神4着

2009．2．25生 牝4黒鹿 母 ダンスミュージカル 母母 メタモルフォース 15戦2勝 賞金 17，449，000円



02047 1月27日 晴 良 （25中京1）第4日 第11競走 ��1，400�
み か わ

三河ステークス
発走15時25分 （ダート・左）
4歳以上，1，600万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，4歳56�5歳以
上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，800，000円 6，300，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，580，000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
1：22．5
1：21．5

良
不良

56 コウセイコタロウ 牡4黒鹿56 松田 大作杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 堤 牧場 500＋121：24．8 3．3�
711 カフェマーシャル 牡7芦 57 勝浦 正樹西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 514－ 4 〃 ハナ 15．6�
45 オーシャンフリート 牝5栗 55 上村 洋行 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 494－ 2 〃 クビ 3．2�
22 アマノレインジャー 牡5栗 57 川須 栄彦中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 浦河土肥牧場 498－ 41：25．01 8．0�
33 ノボレインボー 牝7芦 55 丸田 恭介�LS.M 天間 昭一 日高 高橋牧場 518－ 81：25．1� 32．8�
11 オースミレジスタ 牡6青鹿57 古川 吉洋�オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム 550＋ 41：25．2� 6．0	
812 カシノインカローズ 牝4鹿 54 丸山 元気柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 450＋ 2 〃 クビ 12．8

68 イチエイクリッパー 牡6鹿 57 鮫島 良太築地 榮一氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 512－ 41：25．3� 52．2�
57 アッシュール 牡6鹿 57 高倉 稜吉田 勝己氏 沖 芳夫 新冠 富本 茂喜 484－ 21：25．51� 55．7�
69 モ ズ 牡6青 57 川島 信二�グランプリ 矢作 芳人 むかわ 上水牧場 490＋ 61：26．13� 29．8
44 メトロノース 牡7芦 57 大野 拓弥 �キャロットファーム 黒岩 陽一 早来 ノーザンファーム 494＋ 21：26．2クビ 37．1�
710� カフェレジェンド 牡8青鹿57 中舘 英二西川 光一氏 松山 康久 米 Fred M. Allor 518－161：26．83� 94．6�
813 トロワプレジール 牡6黒鹿57 武 幸四郎�ターフ・スポート友道 康夫 浦河 中島牧場 494＋ 21：29．9大差 15．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 32，911，900円 複勝： 43，495，600円 枠連： 30，499，000円
馬連： 126，315，000円 馬単： 78，754，600円 ワイド： 43，248，700円
3連複： 170，431，600円 3連単： 358，490，700円 計： 884，147，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 260円 � 140円 枠 連（5－7） 1，830円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 3，480円

ワ イ ド �� 630円 �� 230円 �� 820円

3 連 複 ��� 2，130円 3 連 単 ��� 14，110円

票 数

単勝票数 計 329119 的中 � 78891（2番人気）
複勝票数 計 434956 的中 � 90826（2番人気）� 32025（6番人気）� 101184（1番人気）
枠連票数 計 304990 的中 （5－7） 12356（8番人気）
馬連票数 計1263150 的中 �� 44157（7番人気）
馬単票数 計 787546 的中 �� 16728（12番人気）
ワイド票数 計 432487 的中 �� 15486（6番人気）�� 57456（1番人気）�� 11481（10番人気）
3連複票数 計1704316 的中 ��� 59083（4番人気）
3連単票数 計3584907 的中 ��� 18760（29番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．5―12．1―12．7―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．5―35．0―47．1―59．8―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コウセイコタロウ �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2011．8．6 小倉3着

2009．3．8生 牡4黒鹿 母 シルクグラフィック 母母 カッティングウェイ 16戦4勝 賞金 59，569，000円
〔制裁〕 ノボレインボー号の騎手丸田恭介は，最後の直線コースで蛇行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：2番・1番）
〔その他〕 トロワプレジール号は，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。

02048 1月27日 晴 良 （25中京1）第4日 第12競走 ��1，600�
ち り ゅ う

知 立 特 別
発走16時00分 （芝・左）
4歳以上，1，000万円以下，24．1．28以降25．1．21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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

67 ケルンフォーティー 牡4栗 52 藤懸 貴志谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 ひるかわ育
成牧場 454－ 41：35．8 19．4�

44 ゴールデンナンバー 牝4栗 52 大野 拓弥池谷 誠一氏 鈴木 康弘 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 494± 01：35．9� 4．3�

66 � タマモマーブル �5栗 56 水口 優也タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 484± 01：36．1� 3．9�
22 メイブリーズ 牝4芦 52 丸山 元気千明牧場 鈴木 伸尋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 21：36．31� 22．1�
55 レ イ カ ー ラ 牝4鹿 54 丸田 恭介下河辺隆行氏 堀 宣行 日高 下河辺牧場 432＋ 2 〃 ハナ 2．7�
811 メ ロ ー ト 牡5黒鹿54 高倉 稜小林 茂行氏 湯窪 幸雄 新ひだか 田中 裕之 472＋ 2 〃 アタマ 25．0	
79 ゴーゲッター 牡6鹿 53 松田 大作松元 保氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 546＋ 21：36．4� 19．5

810 メルシーサイレンス 牡6栗 50 菱田 裕二永井 康郎氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 486± 01：36．61� 101．9�
78 パープルタイヨー 牡7鹿 54 勝浦 正樹中野 銀十氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 454－ 21：36．7� 41．2�
33 ナリタスレンダー �8鹿 55 古川 吉洋�オースミ 木原 一良 浦河 田中スタッド 500－ 6 〃 ハナ 22．0
11 スピークソフトリー 牝4鹿 52 武 幸四郎 H.R.H．プリンセス・ハヤ 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490± 01：37．01� 7．9�
（11頭）

売 得 金
単勝： 34，905，700円 複勝： 50，297，100円 枠連： 18，905，800円
馬連： 82，378，600円 馬単： 51，700，600円 ワイド： 35，996，300円
3連複： 99，106，000円 3連単： 233，394，200円 計： 606，684，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，940円 複 勝 � 360円 � 160円 � 150円 枠 連（4－6） 740円

馬 連 �� 4，850円 馬 単 �� 10，950円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 770円 �� 330円

3 連 複 ��� 4，820円 3 連 単 ��� 47，330円

票 数

単勝票数 計 349057 的中 � 14185（5番人気）
複勝票数 計 502971 的中 � 26860（5番人気）� 91729（3番人気）� 106707（2番人気）
枠連票数 計 189058 的中 （4－6） 19111（3番人気）
馬連票数 計 823786 的中 �� 12545（21番人気）
馬単票数 計 517006 的中 �� 3485（44番人気）
ワイド票数 計 359963 的中 �� 6893（15番人気）�� 11124（7番人気）�� 30280（3番人気）
3連複票数 計 991060 的中 ��� 15176（18番人気）
3連単票数 計2333942 的中 ��� 3640（146番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．4―36．5―48．3―1：00．1―1：11．9―1：23．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．7

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

勝馬の
紹 介

ケルンフォーティー �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2011．11．27 京都4着

2009．3．30生 牡4栗 母 ケルンアリュール 母母 リンデンルレーブ 8戦1勝 賞金 18，703，000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。

３レース目



（25中京1）第4日 1月27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 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

174，940，000円
6，340，000円
1，340，000円
15，950，000円
61，173，000円
4，758，000円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
232，471，000円
372，284，500円
165，074，100円
525，979，900円
351，260，500円
244，393，900円
734，519，700円
1，363，160，600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 3，989，144，200円

総入場人員 13，834名 （有料入場人員 12，944名）
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