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02001 1月19日 晴 良 （25中京1）第1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

11 ノブオズボーン 牡3鹿 56 高田 潤前田 亘輝氏 昆 貢 新ひだか 飯岡牧場 546＋ 81：56．1 3．8�
12 アメリカンドリーム 牡3鹿 56 松山 弘平杉山 忠国氏 池江 泰寿 新ひだか 明治牧場 498－ 81：56．2� 2．8�
47 スペキュレイター 牡3鹿 56

53 ▲水口 優也加藤 千豊氏 木原 一良 新冠 ラツキー牧場 484－ 41：56．41� 5．1�
48 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 508＋ 41：56．82� 76．0�
510 アルカサーバ 牡3鹿 56

53 ▲菱田 裕二 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 472－ 81：56．9クビ 29．4	
35 トミケンブリランテ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 坂口 正則 えりも エクセルマネジメント 492－ 61：57．21� 24．3

612 ロードアストロ 牡3鹿 56 丸田 恭介 �ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム 480± 01：57．73 17．6�
713 シークレットゾーン 牡3鹿 56 太宰 啓介小林 久義氏 鈴木 孝志 新ひだか 神垣 道弘 490－ 21：57．91� 29．1�
24 シゲルウミヘビザ 牡3鹿 56

53 ▲藤懸 貴志森中 蕃氏 加藤 敬二 新ひだか 出羽牧場 468± 01：58．0クビ 27．5
36 ワ イ ズ マ ン 牡3鹿 56 飯田 祐史古賀 和夫氏 梅田 智之 日高 日高大洋牧場 488＋181：58．31� 21．3�
23 ビートマグナム 牡3鹿 56 黛 弘人安原 浩司氏 高橋 文雅 浦河 絵笛牧場 B472－121：58．51� 219．7�
611 フクノカストル 牡3黒鹿56 岩部 純二福島 実氏 萱野 浩二 新ひだか 中田 浩美 468－ 2 〃 アタマ 326．1�
816 エルカスティーヨ 牡3芦 56 大野 拓弥有限会社シルク佐藤 吉勝 新ひだか 飯岡牧場 476－101：59．24 65．2�
714 ライトジャガー 牡3鹿 56 西田雄一郎井上 修一氏 佐藤 全弘 浦河 昭和牧場 B406－ 41：59．3� 299．5�
815 シゲルオオイヌザ 牡3青鹿56 川島 信二森中 蕃氏 武市 康男 新冠 長浜 秀昭 468＋ 41：59．83 111．7�
59 コスミックワンダー 牡3鹿 56 吉田 隼人吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 480－ 41：59．9� 7．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 9，309，700円 複勝： 19，237，800円 枠連： 6，634，500円
馬連： 18，522，200円 馬単： 14，427，700円 ワイド： 11，375，900円
3連複： 30，283，200円 3連単： 47，113，000円 計： 156，904，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 120円 � 140円 枠 連（1－1） 510円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 250円 �� 270円 �� 280円

3 連 複 ��� 700円 3 連 単 ��� 3，690円

票 数

単勝票数 計 93097 的中 � 19715（2番人気）
複勝票数 計 192378 的中 � 34143（2番人気）� 54380（1番人気）� 33255（3番人気）
枠連票数 計 66345 的中 （1－1） 9701（2番人気）
馬連票数 計 185222 的中 �� 25537（1番人気）
馬単票数 計 144277 的中 �� 9081（2番人気）
ワイド票数 計 113759 的中 �� 11800（1番人気）�� 10616（3番人気）�� 9932（4番人気）
3連複票数 計 302832 的中 ��� 32295（1番人気）
3連単票数 計 471130 的中 ��� 9434（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―38．2―51．7―1：04．2―1：17．3―1：30．7―1：43．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ノブオズボーン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2012．12．16 中京2着

2010．2．15生 牡3鹿 母 ピュアフレグランス 母母 ス キ ム 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 ノブオズボーン号の騎手高田潤は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔その他〕 アメリカンドリーム号は，2コーナーおよび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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サクラシェンロン号
（非抽選馬） 3頭 メイショウオニグマ号・ヤマガール号・ユキノスライダー号

02002 1月19日 晴 良 （25中京1）第1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

24 � スプリングオスロ 牡6鹿 57
54 ▲菱田 裕二加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 宮本 一輝 508－ 41：12．0 4．7�

713 ウインクロニクル 牡6黒鹿57 松山 弘平�ウイン 清水 英克 浦河 鎌田 正嗣 482－ 81：12．31� 4．5�
12 � グリーディーボス 牡4栗 56

53 ▲藤懸 貴志北側 雅司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 476＋161：12．72� 155．9�
714� 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 472－ 21：12．8クビ 14．8�
59 メイショウドルセー 牡4黒鹿56 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 482＋ 6 〃 クビ 10．4�
816 ビッグサンダー 牡6栗 57 丸山 元気�Basic 畠山 吉宏 浦河 岡崎牧場 504＋ 61：13．01
 99．3	
815 トウショウハマー 牡4栗 56 松田 大作トウショウ産業� 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 600＋10 〃 クビ 40．6

11 カシノアクセル 牡5鹿 57

54 ▲山崎 亮誠柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 片山 建治 442－ 81：13．31� 332．4�
35 ヒカルソラフネ 牡4鹿 56 吉田 隼人髙橋 京子氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 488－ 8 〃 クビ 2．3�
612 キョウエイショウリ 牡5黒鹿57 大野 拓弥田中 晴夫氏 中川 公成 浦河 山口 義彦 458－ 4 〃 ハナ 59．7
611 ハマノヴィグラス 牡4栗 56

53 ▲水口 優也浜井 弘至氏 服部 利之 日高 モリナガファーム 508＋141：13．4クビ 25．4�
23 ホンインボウ 牡4黒鹿56 黛 弘人新井 孝治氏 柄崎 孝 浦河 岡本 昌市 584＋141：13．93 135．2�
36 シゲルシュサ 牝5鹿 55 太宰 啓介森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 438＋ 21：14．21� 13．8�
48 サチノポピー 牝4栗 54

51 ▲中井 裕二佐藤 幸彦氏 服部 利之 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム 476＋101：14．41 31．6�

510 キクカバウンダー 牡4鹿 56 高倉 稜飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 496＋ 21：14．93 92．0�
47 ナーゴナーゴサユリ 牝4鹿 54 川島 信二石川美代子氏 清水 出美 新ひだか 原 フアーム 428＋ 21：15．21� 365．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 11，133，100円 複勝： 19，530，200円 枠連： 5，845，400円
馬連： 19，223，200円 馬単： 15，678，200円 ワイド： 10，750，200円
3連複： 30，261，100円 3連単： 47，254，000円 計： 159，675，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 190円 � 160円 � 2，490円 枠 連（2－7） 860円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 430円 �� 4，970円 �� 5，250円

3 連 複 ��� 16，850円 3 連 単 ��� 71，470円

票 数

単勝票数 計 111331 的中 � 18848（3番人気）
複勝票数 計 195302 的中 � 29860（3番人気）� 42920（2番人気）� 1372（13番人気）
枠連票数 計 58454 的中 （2－7） 5028（3番人気）
馬連票数 計 192232 的中 �� 18343（3番人気）
馬単票数 計 156782 的中 �� 7026（6番人気）
ワイド票数 計 107502 的中 �� 6975（3番人気）�� 501（39番人気）�� 474（43番人気）
3連複票数 計 302611 的中 ��� 1326（46番人気）
3連単票数 計 472540 的中 ��� 488（187番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―11．5―12．5―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．2―34．7―47．2―59．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F37．3
3 ・（3，5，13）（4，9）－（8，15）－1（11，12）2，10，14，16，7－6 4 ・（3，5，13）（4，9）15，8－（1，11，12）－2（16，10）14－7－6

勝馬の
紹 介

�スプリングオスロ �
�
父 アグネスワールド �

�
母父 ティンバーカントリー

2007．2．27生 牡6鹿 母 スプリングエリカ 母母 スプリングバーベナ 12戦1勝 賞金 11，850，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 グリーディーボス号の調教師平田修は，枠入りの際に同馬の右頬革の尾錠が外れたことについて戒告。

第１回 中京競馬 第１日



02003 1月19日 晴 良 （25中京1）第1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

59 メイショウボヌス 牝6栗 55 松山 弘平松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 502＋ 61：53．7 7．1�
23 � ピンクデージー 牝6黒鹿 55

52 ▲藤懸 貴志野島 春男氏 田島 良保 日高 野島牧場 500＋ 21：53．8� 5．1�
11 カルトマリーヌ 牝6鹿 55 西田雄一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 新ひだか 有限会社武岡牧場 446－ 21：54．22� 54．7�
713 メイショウキラリ 牝4鹿 54 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 松栄牧場 462－ 41：54．3� 2．6�
58 チェルカトローバ 牝6鹿 55 古川 吉洋近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム B448－ 41：54．62 39．5�
814 パリーナチャン 牝4鹿 54

51 ▲菱田 裕二	松栄牧場 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 446＋ 21：54．7クビ 48．9

34 メジロカトリーヌ 牝6鹿 55 黛 弘人岩﨑 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 486－ 2 〃 クビ 22．3�
610 ユナイテッドウィル 牝6栗 55

52 ▲中井 裕二広尾レース� 今野 貞一 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム 456＋12 〃 ハナ 24．2�

611 ケイジーシオン 牝5黒鹿55 岩部 純二鹿倉 勝	氏 萱野 浩二 浦河 梅田牧場 474－ 61：55．01� 5．5
815� ワンダーソング 牝6鹿 55

52 ▲水口 優也山本 信行氏 梅内 忍 新ひだか 米田牧場 444－ 4 〃 ハナ 30．2�
22 ニシノキミヨ 牝5黒鹿55 勝浦 正樹西山 茂行氏 武藤 善則 むかわ 西山牧場 450± 01：55．2� 59．2�
35 ゴールドエンジュ 牝5鹿 55 大野 拓弥	菅井牧場 松山 将樹 新冠 武田 修一 460＋141：55．41� 21．4�
712� エレガンテココ 牝5青 55 丹内 祐次岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 城地 清満 434＋ 41：56．14 189．0�
46 ホシニイノリヲ 牝4鹿 54

51 ▲平野 優福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 510－101：58．2大差 10．8�
（14頭）

47 ディアアプローズ 牝5鹿 55 川島 信二�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 9，757，300円 複勝： 16，494，200円 枠連： 5，816，500円
馬連： 17，867，700円 馬単： 13，774，400円 ワイド： 11，080，100円
3連複： 25，882，900円 3連単： 40，545，400円 計： 141，218，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 210円 � 190円 � 1，050円 枠 連（2－5） 990円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 2，700円

ワ イ ド �� 380円 �� 3，670円 �� 2，060円

3 連 複 ��� 14，480円 3 連 単 ��� 60，950円

票 数

単勝票数 計 97573 的中 � 10969（4番人気）
複勝票数 計 164942 的中 � 23777（3番人気）� 26588（2番人気）� 3122（12番人気）
枠連票数 計 58165 的中 （2－5） 4368（6番人気）
馬連票数 計 178677 的中 �� 8979（5番人気）
馬単票数 計 137744 的中 �� 3778（10番人気）
ワイド票数 計 110801 的中 �� 8099（1番人気）�� 690（44番人気）�� 1254（27番人気）
3連複票数 計 258829 的中 ��� 1320（51番人気）
3連単票数 計 405454 的中 ��� 491（200番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―36．9―49．8―1：03．1―1：15．8―1：28．4―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウボヌス �
�
父 マリエンバード �

�
母父 Kris S. デビュー 2010．1．24 中山9着

2007．4．17生 牝6栗 母 メイショウガーベラ 母母 クールドフランス 28戦3勝 賞金 31，580，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔出走取消〕 ディアアプローズ号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。

02004 1月19日 晴 良 （25中京1）第1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 ピエナトップガン 牡3栗 56 松山 弘平本谷 兼三氏 田中 章博 日高 藤本 友則 464－101：26．8 13．3�
46 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 516± 01：27．01� 4．2�
815 ロイヤルレイド 牡3鹿 56 太宰 啓介山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 464± 0 〃 クビ 12．8�
814 レオアクシス �3青鹿56 岩部 純二田中 博之氏 萱野 浩二 浦河 中村 雅明 490－101：27．1クビ 6．2�
611 サマニトップレディ 牝3鹿 54 武 幸四郎�渡辺牧場 加藤 敬二 様似 様似渡辺牧場 440－ 61：27．42 56．0�
11 トーセンツリー 牡3芦 56 黛 弘人島川 	哉氏 奥平 雅士 日高 有限会社 エ

スティファーム 466－ 41：27．61� 6．8

34 アルマライズ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹コウトミックレーシング 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 482－ 6 〃 クビ 2．5�
59 カ ノ ン 牝3鹿 54 川島 信二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 448＋ 41：27．91	 28．1
713 グロスヴァーグ 牡3鹿 56 丸田 恭介岡田 壮史氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 448± 01：28．32
 38．7�
23 ミヤビワンド 牡3鹿 56 中舘 英二村上 義勝氏 大久保洋吉 浦河 大成牧場 B494＋ 6 〃 ハナ 53．8�
35 グローバルフライト 牝3鹿 54

51 ▲中井 裕二有限会社シルク長浜 博之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452－ 61：28．4クビ 48．8�

22 フューリアイズ 牝3黒鹿54 丸山 元気誓山 正伸氏 南田美知雄 新ひだか 酒井 秀紀 432－ 61：28．61 205．2�
58 マグナムアウトロー 牡3栗 56 丹内 祐次飯田総一郎氏 柴崎 勇 日高 千葉飯田牧場 514－ 41：28．7
 419．7�
712 カシマシャドウ 牡3黒鹿56 西田雄一郎松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 B446＋ 61：28．8クビ 312．5�
610 トップランチャー 牡3黒鹿56 高倉 稜吉永 清美氏 藤岡 範士 えりも エクセルマネジメント 474－161：30．18 28．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 13，046，100円 複勝： 20，727，500円 枠連： 6，801，600円
馬連： 20，406，900円 馬単： 16，054，200円 ワイド： 12，290，700円
3連複： 30，029，700円 3連単： 48，501，100円 計： 167，857，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 410円 � 200円 � 260円 枠 連（4－4） 2，920円

馬 連 �� 2，950円 馬 単 �� 6，430円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 1，890円 �� 820円

3 連 複 ��� 10，300円 3 連 単 ��� 63，240円

票 数

単勝票数 計 130461 的中 � 7756（6番人気）
複勝票数 計 207275 的中 � 11613（6番人気）� 32198（2番人気）� 21242（5番人気）
枠連票数 計 68016 的中 （4－4） 1721（9番人気）
馬連票数 計 204069 的中 �� 5122（11番人気）
馬単票数 計 160542 的中 �� 1843（24番人気）
ワイド票数 計 122907 的中 �� 2085（14番人気）�� 1570（23番人気）�� 3820（8番人気）
3連複票数 計 300297 的中 ��� 2153（34番人気）
3連単票数 計 485011 的中 ��� 566（194番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―36．0―48．6―1：01．3―1：14．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピエナトップガン �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2012．11．10 京都7着

2010．5．31生 牡3栗 母 ホットキャスケード 母母 ペニーアップ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
※出走取消馬 タイセイゼニス号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため）
※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。
（非当選馬） 1頭 ケイツーモリガン号
（非抽選馬） 5頭 エンデュミオン号・クリアビュー号・スフィダンテ号・ソヴラーノ号・デルマカマイタチ号



02005 1月19日 晴 良 （25中京1）第1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

48 シ ン シ ャ 牝3鹿 54 勝浦 正樹水上 行雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 452－ 42：03．5 24．8�
23 � マイネルハイネス 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 仏 Mr Cyril
Morange B450－ 22：03．92� 15．7�

11 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－ 62：04．0� 8．0�
510 ル ー メ ア 牝3栗 54 松山 弘平 �ロードホースクラブ 吉村 圭司 新ひだか ケイアイファーム 436－122：04．1	 38．5�
815 シャンピオナ 牝3栃栗54 宮崎 北斗 �サンデーレーシング 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 466－ 22：04．2クビ 23．9	
714 ライフトップガン 牡3鹿 56 太宰 啓介谷岡 正次氏 角田 晃一 新ひだか 谷岡 正次 472－ 62：04．3� 1．9

47 � サウンドデューク 牡3栗 56 丸田 恭介増田 雄一氏 安達 昭夫 愛 Round

Hill Stud 446＋ 22：04．4� 6．3�
36 コスモギガデイン 牡3栗 56 黛 弘人岡田 繁幸氏 黒岩 陽一 日高 木村牧場 458－ 4 〃 クビ 32．1�
611 ミヤビハカン 牡3青鹿 56

53 ▲藤懸 貴志村上 義勝氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 B496－122：04．61� 294．8
12 リリーゴーゴー 牡3栗 56 古川 吉洋土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 林 孝輝 440＋302：04．7クビ 106．0�
816 ツキノウサギ 牝3鹿 54 中舘 英二飯田 政子氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 442＋ 22：04．8� 19．8�
612 マイネルランスタン 牡3栗 56

53 ▲中井 裕二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 458＋ 42：04．9� 9．1�

35 ワ ン パ ン チ 牡3芦 56
54 △西村 太一 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 408＋ 22：05．0	 47．6�

713 クリノチョモラーリ 牝3栗 54 川島 信二栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 若林 武雄 470－ 42：05．21� 26．6�
24 リリーローズ 牝3鹿 54 高倉 稜岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 400－10 〃 クビ 229．6�
59 オマツリマンボ 牝3鹿 54

51 ▲山崎 亮誠�ミルファーム 手塚 貴久 新ひだか グランド牧場 454－ 82：05．3� 72．7�
817 シンゼンプロフィア 牡3栗 56

53 ▲平野 優原 司郎氏 飯田 明弘 浦河 小葉松 幸雄 464－122：05．61	 478．7�
（17頭）

売 得 金
単勝： 12，756，600円 複勝： 18，245，500円 枠連： 6，578，000円
馬連： 20，462，500円 馬単： 16，294，500円 ワイド： 11，282，500円
3連複： 29，527，200円 3連単： 48，084，900円 計： 163，231，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，480円 複 勝 � 510円 � 400円 � 270円 枠 連（2－4） 2，760円

馬 連 �� 12，740円 馬 単 �� 29，050円

ワ イ ド �� 3，130円 �� 2，180円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 27，910円 3 連 単 ��� 221，800円

票 数

単勝票数 計 127566 的中 � 4060（8番人気）
複勝票数 計 182455 的中 � 8816（6番人気）� 11909（5番人気）� 19976（3番人気）
枠連票数 計 65780 的中 （2－4） 1762（12番人気）
馬連票数 計 204625 的中 �� 1186（37番人気）
馬単票数 計 162945 的中 �� 414（83番人気）
ワイド票数 計 112825 的中 �� 876（32番人気）�� 1273（24番人気）�� 2162（15番人気）
3連複票数 計 295272 的中 ��� 781（81番人気）
3連単票数 計 480849 的中 ��� 160（544番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．6―13．1―12．7―12．6―12．6―11．8―12．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．1―36．7―49．8―1：02．5―1：15．1―1：27．7―1：39．5―1：51．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シ ン シ ャ �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2012．11．3 京都10着

2010．3．29生 牝3鹿 母 ルビーノキセキ 母母 ホーセンルビー 3戦1勝 賞金 5，000，000円
※出走取消馬 スイートジグ号（疾病〔寛跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 エスターブレ号・シュペトレーゼ号・ティマイドリーム号・ファインドラゴン号・マイネルカミカゼ号
（非抽選馬） 5頭 オースミアイビス号・キョウワナイト号・パワーオブシャドー号・ミッキーサクセス号・ヤマニンプードレ号

02006 1月19日 晴 良 （25中京1）第1日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走12時40分 （ダート・左）

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

816 セフティオリビエト 牡4栗 56
53 ▲菱田 裕二池田 實氏 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 512＋ 61：24．9 5．3�

23 バトルドミンゴ 牡4芦 56 中舘 英二宮川 秋信氏 牧 光二 新冠 村上牧場 568＋20 〃 アタマ 10．1�
24 � シゲルアボカド 牡4鹿 56 吉田 隼人森中 蕃氏 佐藤 吉勝 新冠 土井牧場 488＋ 41：25．64 13．2�
36 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＋ 61：25．91� 44．6�
48 アドバンスコンドル 牡4鹿 56 勝浦 正樹西川 隆士氏 松山 将樹 新ひだか 今 牧場 496± 01：26．0� 52．0�
59 ブライテストソード 	4栗 56 丸田 恭介 �社台レースホース久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B474－ 21：26．1� 6．3	
12 � トーセンディオール 牝6鹿 55 黛 弘人島川 
哉氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 480－221：26．2クビ 127．8�
11 ベルラピエル 牡4黒鹿56 太宰 啓介 �社台レースホース中尾 秀正 新ひだか 追分ファーム 492＋12 〃 アタマ 7．1�
713 マコトローゼンボー 牡5黒鹿 57

54 ▲藤懸 貴志尾田左知子氏 矢作 芳人 様似 出口 繁夫 462± 01：26．3� 2．5
611 カルテブランシェ 牝6鹿 55 松田 大作大塚亮一� 高橋 裕 浦河 杵臼牧場 468－14 〃 クビ 197．0�
510 メイショウジビュス 牝4鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 470－ 2 〃 ハナ 156．1�
35 セイルアゲン 牝5鹿 55

52 ▲山崎 亮誠浅川 皓司氏 中野 栄治 新冠 対馬 正 458－ 21：26．72� 207．3�
714� タガノレガーロ 牡5鹿 57 丸山 元気八木 昌司氏 吉村 圭司 浦河 駿河牧場 474＋ 8 〃 クビ 10．7�
815� カテキンパワー 牡4鹿 56 宮崎 北斗山上 和良氏 境 直行 浦河 浦河育成牧場 472＋201：26．91 176．2�
612� クールオーシャン 牡5栗 57 高倉 稜川上 哲司氏 目野 哲也 新ひだか 沖田 博志 514＋141：27．11
 58．4�
47 � メイショウヨシミツ 牡4栗 56

53 ▲水口 優也松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 444＋ 41：31．3大差 95．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 14，018，700円 複勝： 21，444，900円 枠連： 8，573，500円
馬連： 22，972，100円 馬単： 17，639，900円 ワイド： 12，621，500円
3連複： 34，029，600円 3連単： 55，534，000円 計： 186，834，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 280円 � 310円 � 300円 枠 連（2－8） 1，720円

馬 連 �� 3，360円 馬 単 �� 5，240円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 1，300円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 10，940円 3 連 単 ��� 37，710円

票 数

単勝票数 計 140187 的中 � 21081（2番人気）
複勝票数 計 214449 的中 � 20734（4番人気）� 17950（7番人気）� 19198（5番人気）
枠連票数 計 85735 的中 （2－8） 3696（8番人気）
馬連票数 計 229721 的中 �� 5060（13番人気）
馬単票数 計 176399 的中 �� 2485（21番人気）
ワイド票数 計 126215 的中 �� 2128（20番人気）�� 2403（18番人気）�� 2011（21番人気）
3連複票数 計 340296 的中 ��� 2297（34番人気）
3連単票数 計 555340 的中 ��� 1087（117番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．9―47．2―1：00．0―1：12．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．7
3 3（8，9）（6，10）（7，13）16（1，11）12（4，15）14（2，5） 4 3，8（9，10）（6，13）16，1，11（7，12）4（2，14，15）5

勝馬の
紹 介

セフティオリビエト �
�
父 デュランダル �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2011．9．11 阪神4着

2009．4．23生 牡4栗 母 サウンドアメニティ 母母 バ ジ ー 6戦2勝 賞金 13，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウヨシミツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年2月19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。
（非抽選馬） 3頭 キタサンテンニョ号・シンボリシュテルン号・ビットプレスト号



02007 1月19日 晴 良 （25中京1）第1日 第7競走 ��1，900�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� 基準タイム

中央レコード
1：58．2
1：53．7

重
不良

612 シベリアンファクト 牡6栗 57 丸山 元気藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 488± 02：01．1 2．8�
47 プルーフポジティブ 牡4黒鹿 56

53 ▲藤懸 貴志山本 茂氏 松永 昌博 浦河 中村 雅明 466＋12 〃 ハナ 5．8�
23 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 490± 0 〃 クビ 21．9�
35 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 B490＋ 42：01．2� 40．3�
816 ワンダーバライル 牡6芦 57

54 ▲水口 優也山本 信行氏 小原伊佐美 浦河 小柳牧場 496＋ 22：01．62� 84．2�
714 シゲルダイセン 牡7鹿 57 松田 大作森中 蕃氏 木原 一良 静内 岡田牧場 482＋ 22：01．7クビ 16．4�
24 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 526－ 82：01．8� 12．6	
59 � 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 412－16 〃 ハナ 78．9�
713 ロングスローイン 牡5鹿 57

55 △西村 太一渡邊 隆氏 尾形 充弘 苫小牧 藤沢 武雄 488－ 22：01．9� 10．6�
815� メイショウマルクル 牡5栗 57 武 幸四郎松本 和子氏 増本 豊 日高 日西牧場 498－ 42：02．21� 75．1
11 リキサンヒーロー 牡6栗 57 大野 拓弥 
ハイパワー商事 高木 登 新冠 村田牧場 B470＋ 2 〃 クビ 6．3�
510 ハクユウサンサン 牡5鹿 57 高倉 稜 �H.Iコーポレーション 目野 哲也 新ひだか 加野牧場 486＋132：02．51� 33．7�
48 シンデンアラタ 牡4黒鹿56 西田雄一郎神田 通博氏 佐藤 全弘 新ひだか 落合 一巳 502－ 8 〃 クビ 40．7�
36 ゼンノルジェロ 牡5青 57 松山 弘平大迫久美子氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 494－182：02．6クビ 9．2�
12 リバークリーク 牡5栗 57 太宰 啓介河越 武治氏 作田 誠二 新冠 渕瀬フアーム 520＋102：02．92 16．3�
611� エイコオレジェンド 牡6黒鹿57 宮崎 北斗井上 久光氏 柴田 政人 新ひだか 萩澤 泰博 B494＋ 42：03．0クビ 106．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 11，924，400円 複勝： 20，556，600円 枠連： 8，867，200円
馬連： 21，878，600円 馬単： 15，551，900円 ワイド： 12，096，700円
3連複： 32，842，100円 3連単： 49，232，300円 計： 172，949，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 260円 � 370円 枠 連（4－6） 1，070円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 2，840円

ワ イ ド �� 550円 �� 1，310円 �� 2，600円

3 連 複 ��� 11，210円 3 連 単 ��� 44，590円

票 数

単勝票数 計 119244 的中 � 33617（1番人気）
複勝票数 計 205566 的中 � 56970（1番人気）� 18364（3番人気）� 11235（8番人気）
枠連票数 計 88672 的中 （4－6） 6133（4番人気）
馬連票数 計 218786 的中 �� 11980（2番人気）
馬単票数 計 155519 的中 �� 4046（4番人気）
ワイド票数 計 120967 的中 �� 5825（2番人気）�� 2228（15番人気）�� 1090（36番人気）
3連複票数 計 328421 的中 ��� 2164（31番人気）
3連単票数 計 492323 的中 ��� 815（118番人気）

ハロンタイム 7．4―11．1―12．0―13．6―13．3―12．8―12．6―12．8―12．6―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―18．5―30．5―44．1―57．4―1：10．2―1：22．8―1：35．6―1：48．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シベリアンファクト �
�
父 アルカセット �

�
母父 Known Fact デビュー 2010．6．6 東京9着

2007．2．6生 牡6栗 母 マックスファックス 母母 Jacky Max 28戦2勝 賞金 30，930，000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。
（非抽選馬） 1頭 マイネルガネーシャ号

02008 1月19日 晴 良 （25中京1）第1日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時40分 （芝・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
1：20．0
1：19．0

良
良

816 ウイングザムーン 牝4鹿 54 飯田 祐史�髙昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 466＋101：21．4 17．8�
12 ウインロザリー 牝5青 55 丸田 恭介�ウイン 宗像 義忠 新冠 村上 欽哉 432＋ 41：21．5� 46．1�
23 � カディーシャ 牝4栗 54 古川 吉洋 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武市 康男 平取 北島牧場 422± 01：21．6� 6．5�
24 ヴェリタスローズ 牝6青 55

52 ▲菱田 裕二松本 肇氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 460＋16 〃 アタマ 108．2�
59 オースミマイカ 牝5鹿 55 松田 大作�オースミ 昆 貢 新冠 若林牧場 462＋12 〃 アタマ 5．3	
36 レディオブパーシャ 牝5栗 55 大野 拓弥 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 468－14 〃 クビ 4．2

47 ニーレンベルギア 牝4黒鹿54 川島 信二吉田 照哉氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 444＋ 41：21．92 30．8�
818 カフヴァール 牝4鹿 54

51 ▲中井 裕二 �キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 464＋ 6 〃 アタマ 8．3�
612 フライングバルーン 牝4栗 54 勝浦 正樹吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 446＋ 41：22．0� 14．6
11 ミラクルベリー 牝5黒鹿55 松山 弘平市川 義美氏 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 458＋ 81：22．1クビ 9．7�
713 アフロディシアス 牝5鹿 55 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新冠 村本牧場 438－ 8 〃 ハナ 54．8�
715 ヴィーヴァブーケ 牝7青鹿55 丸山 元気芹澤 精一氏 相沢 郁 静内 岡田スタツド 418＋101：22．31� 24．5�
611 ソロデビュー 牝4黒鹿 54

51 ▲藤懸 貴志�フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 488＋ 81：22．4� 127．1�
48 ラ パ ー ジ ュ 牝4青鹿54 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム 464± 0 〃 クビ 7．4�
510 スパークオンアイス 牝4鹿 54

51 ▲長岡 禎仁西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 472－ 21：22．61	 33．0�
35 デラコリーナ 牝5鹿 55 中舘 英二 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 安平 追分ファーム 486＋181：23．02� 61．6�
714 プラッキーエリーナ 牝4栗 54

51 ▲山崎 亮誠井上 一郎氏 矢野 英一 様似 中脇 一幸 462＋ 41：23．21	 328．9�
817 サンキストビーチ 牝5鹿 55 太宰 啓介新木 鈴子氏 阿部 新生 浦河 ヒダカフアーム 450＋ 61：23．3クビ 69．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 16，983，100円 複勝： 30，029，100円 枠連： 10，109，300円
馬連： 33，053，600円 馬単： 20，049，200円 ワイド： 16，546，600円
3連複： 44，323，700円 3連単： 67，092，800円 計： 238，187，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，780円 複 勝 � 580円 � 1，470円 � 260円 枠 連（1－8） 2，440円

馬 連 �� 64，030円 馬 単 �� 117，440円

ワ イ ド �� 14，640円 �� 2，420円 �� 5，770円

3 連 複 ��� 134，070円 3 連 単 ��� 916，940円

票 数

単勝票数 計 169831 的中 � 7535（8番人気）
複勝票数 計 300291 的中 � 13171（8番人気）� 4704（13番人気）� 36443（3番人気）
枠連票数 計 101093 的中 （1－8） 3068（15番人気）
馬連票数 計 330536 的中 �� 381（101番人気）
馬単票数 計 200492 的中 �� 126（207番人気）
ワイド票数 計 165466 的中 �� 275（100番人気）�� 1712（28番人気）�� 703（61番人気）
3連複票数 計 443237 的中 ��� 244（304番人気）
3連単票数 計 670928 的中 ��� 54（1938番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．3―11．7―11．6―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―34．6―46．3―57．9―1：09．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウイングザムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Storm Cat デビュー 2011．11．6 京都8着

2009．4．4生 牝4鹿 母 ウイングドキャット 母母 Winglet 7戦2勝 賞金 13，600，000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 ヤサカオディール号
（非抽選馬） 2頭 タンゴグラチア号・ルタンデスリーズ号



02009 1月19日 晴 良 （25中京1）第1日 第9競走 ��1，800�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
1：49．4
1：47．8

良
重

815 ノボリドリーム 牡4鹿 56 高倉 稜原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 446＋ 81：52．9 4．9�
35 リベラルアーツ 牡5黒鹿57 松山 弘平�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 484＋201：53．0� 6．9�
12 デンコウアクティブ 牡4鹿 56 太宰 啓介田中 康弘氏 坂口 正則 日高 瀬戸牧場 502－ 81：53．1� 7．3�
816 アサクサニッポン 牡4青 56 丸田 恭介田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 466－ 41：53．42 41．8�
612 サトノシーザー 牡4青 56 丸山 元気里見 治氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 528＋ 21：53．71� 26．1�
611 デュアルサクセス 牡6黒鹿 57

54 ▲菱田 裕二吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 448＋ 41：53．8� 5．1	
714 ガンガンユコウゼ 牡4鹿 56

53 ▲中井 裕二小田切有一氏 本間 忍 新冠 アサヒ牧場 462－ 8 〃 クビ 9．1

47 カネトシリープイン 牡5芦 57 中舘 英二兼松 利男氏 矢作 芳人 新冠 松浦牧場 B478＋ 81：54．12 3．7�
24 ハシルヨミテテ 牡6鹿 57 大野 拓弥田中 幹雄氏 清水 美波 浦河 荻伏三好フ

アーム 528－ 61：54．2クビ 39．9�
23 ペガサスキングビー 牡6栃栗57 川島 信二松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 492＋ 21：54．62� 33．0
713 アポロストーム 牡7栗 57 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 宮城 佐藤 和夫 510＋ 21：55．87 77．9�
59 コウズシャイン 牡4鹿 56

53 ▲山崎 亮誠山本 功士氏 二本柳俊一 浦河 高松牧場 B510－ 21：56．0� 213．3�
36 � カシノグリーディ 牡4鹿 56

53 ▲原田 和真柏木 務氏 二本柳俊一 青森 一山育成牧場 504－101：56．74 302．5�
11 � テーオーケンシン 牡6黒鹿57 丹内 祐次小笹 公也氏 吉村 圭司 浦河 谷口牧場 490＋10 〃 クビ 221．8�
510 カンタベリーダダ 牡5鹿 57 西田雄一郎峰 哲馬氏 佐藤 全弘 むかわ ヤマイチ牧場 464＋ 41：56．91 25．3�
48 � クラウンカンターレ 牡4黒鹿56 宮崎 北斗矢野 悦三氏 松永 康利 熊本 有限会社

宮村牧場 460－ 61：59．0大差 92．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 14，967，800円 複勝： 27，939，600円 枠連： 9，711，800円
馬連： 31，929，100円 馬単： 23，044，900円 ワイド： 16，206，600円
3連複： 43，239，200円 3連単： 75，243，100円 計： 242，282，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 190円 � 270円 � 210円 枠 連（3－8） 1，390円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 3，850円

ワ イ ド �� 830円 �� 710円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 5，450円 3 連 単 ��� 25，630円

票 数

単勝票数 計 149678 的中 � 24212（2番人気）
複勝票数 計 279396 的中 � 41847（3番人気）� 25021（5番人気）� 36319（4番人気）
枠連票数 計 97118 的中 （3－8） 5160（7番人気）
馬連票数 計 319291 的中 �� 13185（7番人気）
馬単票数 計 230449 的中 �� 4428（17番人気）
ワイド票数 計 162066 的中 �� 4853（10番人気）�� 5786（8番人気）�� 3808（14番人気）
3連複票数 計 432392 的中 ��� 5865（16番人気）
3連単票数 計 752431 的中 ��� 2167（72番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―13．0―13．0―12．3―12．1―12．7―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―37．5―50．5―1：02．8―1：14．9―1：27．6―1：40．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F38．0
1
3
7（11，15）（3，10，12）（5，8，14）（2，4，6）1（9，16）13・（15，13）7（3，11）14，12（5，10）16，2（8，9）（1，4）6

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

勝馬の
紹 介

ノボリドリーム �
�
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 2011．12．17 阪神3着

2009．4．20生 牡4鹿 母 サンデーミッチー 母母 プレザントソーサリス 11戦2勝 賞金 19，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クラウンカンターレ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年2月19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 エボニーナイト号

02010 1月19日 晴 良 （25中京1）第1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 8，500，000円 3，400，000円 2，100，000円 1，300，000円 850，000円
付 加 賞 490，000円 140，000円 70，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．0
1：19．0

良
良

11 ラインミーティア 牡3鹿 56 松田 大作大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 456－ 21：22．4 10．6�
12 カシノピカチュウ 牡3鹿 56 西田雄一郎柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 464－ 41：22．5� 136．7�
23 アグネスキズナ 牡3栗 56 中舘 英二渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 480－ 6 〃 クビ 4．5�
612 スズノフウジン 牡3栗 56 丸山 元気小紫 嘉之氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 498＋ 61：22．6クビ 58．0�
817 サイモンラムセス 牡3鹿 56 丸田 恭介澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 436± 01：22．7� 17．0�
713 ピ ン ゾ ロ 牡3栗 56 松山 弘平西森 鶴氏 領家 政蔵 浦河 中島牧場 466＋20 〃 ハナ 37．4�
714 ジェネクラージュ 牡3栗 56 古川 吉洋加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 三木田牧場 442－ 4 〃 ハナ 49．9	
35 エイユーモモチャン 牝3黒鹿54 川島 信二笹部 義則氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 486－ 2 〃 ハナ 11．6

24 アジャストメント 牡3鹿 56 藤懸 貴志山田 貞蔵氏 山内 研二 日高 広中 稔 476＋ 2 〃 ハナ 80．4�
48 ワンダフルジュエル 牝3鹿 54 大野 拓弥�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 456＋ 2 〃 アタマ 39．9
36 ダイナミックガイ 牡3栗 56 太宰 啓介小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 478＋181：22．91 17．2�
47 ウォータープリプリ 牝3黒鹿54 武 幸四郎山岡 正人氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 476－101：23．0クビ 2．0�
715 ラヴァーズポイント 牝3青鹿54 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 浦河 昭和牧場 474－10 〃 ハナ 17．4�
611 マイネモントル 牝3青鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新ひだか 城地 清満 420± 01：23．31� 63．0�
818 ピ ン ポ ン 牡3鹿 56 菱田 裕二小田切有一氏 田中 章博 新冠 大栄牧場 434－ 2 〃 クビ 38．0�
816 カシノランナウェイ �3栗 56 高倉 稜柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 478＋ 41：23．61� 51．6�
59 マイネヴァイザー 牝3黒鹿54 中井 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 404＋ 61：23．7� 82．9�
（17頭）

510 ヤ マ ノ レ オ �3栗 56 西村 太一山泉 恵宥氏 山内 研二 新ひだか キヨタケ牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 21，900，200円 複勝： 36，440，600円 枠連： 15，728，900円
馬連： 45，767，900円 馬単： 32，440，400円 ワイド： 23，697，400円
3連複： 61，955，600円 3連単： 114，329，100円 計： 352，260，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 240円 � 2，610円 � 190円 枠 連（1－1） 32，610円

馬 連 �� 43，640円 馬 単 �� 82，560円

ワ イ ド �� 7，420円 �� 890円 �� 7，410円

3 連 複 ��� 49，330円 3 連 単 ��� 302，420円

票 数

単勝票数 計 219002 的中 � 16352（3番人気）
複勝票数 計 364406 的中 � 42128（3番人気）� 2729（17番人気）� 63560（2番人気）
枠連票数 計 157289 的中 （1－1） 356（34番人気）
馬連票数 計 457679 的中 �� 774（83番人気）
馬単票数 計 324404 的中 �� 290（147番人気）
ワイド票数 計 236974 的中 �� 766（67番人気）�� 6912（7番人気）�� 767（66番人気）
3連複票数 計 619556 的中 ��� 927（131番人気）
3連単票数 計1143291 的中 ��� 279（692番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．2―12．2―12．1―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．5―46．7―58．8―1：10．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F35．7
3 ・（16，3）（1，7，12）（2，9，13）（4，8）15（6，11）14（5，18）－17 4 ・（16，3）（1，7，12）（2，9）（4，13）8（6，11，15）（18，14）5，17
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラインミーティア �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 オ ー ス デビュー 2012．7．29 札幌3着

2010．2．26生 牡3鹿 母 アラマサフェアリー 母母 アラマサキャップ 7戦2勝 賞金 23，645，000円
〔出走取消〕 ヤマノレオ号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔その他〕 ウォータープリプリ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ウォータープリプリ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年2月19日まで出走できない。



02011 1月19日 晴 良 （25中京1）第1日 第11競走 ��
��1，200�

い ぶ き や ま

伊 吹 山 特 別
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

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 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：06．5

重
良

47 フローラルホール 牝5鹿 55 丸山 元気小池 依子氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 472－121：09．4 32．2�
36 ドリームフォワード 牡6栗 57 太宰 啓介セゾンレースホース� 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 458＋ 4 〃 クビ 22．4�
48 ミヤジエムジェイ 牡5鹿 57 松田 大作曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 506－ 21：09．5� 7．8�
818 アルーリングライフ 牝6鹿 55 菱田 裕二 �社台レースホース野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋ 41：09．6クビ 24．1�
24 	 キョウエイバサラ 牡5芦 57 黛 弘人田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave

Bloodstock 520± 0 〃 ハナ 57．2	
35 ヤマニンプチガトー 牝4栗 54 武 幸四郎土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 464－ 4 〃 アタマ 7．2

816 タマモコントラバス 牡6黒鹿57 宮崎 北斗タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 前田牧場 468－ 2 〃 アタマ 21．3�
713
 タニマサホーク 牡6鹿 57 勝浦 正樹谷 研司氏 栗田 博憲 新ひだか 多田 正弘 502－ 41：09．7クビ 49．5�
12 ピサノベッテル 牝4黒鹿54 吉田 隼人市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 444－ 8 〃 クビ 14．9
817 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 498＋ 8 〃 同着 3．6�
59 エランドール 牝5鹿 55 古川 吉洋�辻牧場 坪 憲章 浦河 辻 牧場 440＋ 2 〃 ハナ 22．9�
715
 エ ク レ ウ ス 牡8黒鹿57 西田雄一郎栗本 守氏 星野 忍 新冠 ノースヒルズマネジメント B502＋ 81：09．91� 153．6�
23 オレニホレルナヨ 牡4栗 56 中舘 英二 �キャロットファーム 南井 克巳 日高 待兼牧場 498＋ 4 〃 ハナ 15．6�
714 キタサンエピソード 牡4栗 56 松山 弘平�大野商事 橋口弘次郎 新冠 大栄牧場 494＋ 8 〃 ハナ 11．1�
611 ヴェアデイロス 牡4鹿 56 川島 信二�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント 436－ 6 〃 アタマ 42．3�
612 ガッダムアスカ 牝4芦 54 大野 拓弥神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 452－ 41：10．0� 7．5�
11 メイショウローラン 牡8鹿 57 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 470－ 8 〃 アタマ 69．1�
510 メイショウハガクレ 牡4鹿 56 高倉 稜松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 468＋121：10．21� 13．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 28，116，900円 複勝： 45，975，100円 枠連： 36，692，500円
馬連： 121，566，300円 馬単： 64，720，800円 ワイド： 44，559，400円
3連複： 172，691，500円 3連単： 278，984，600円 計： 793，307，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，220円 複 勝 � 810円 � 540円 � 280円 枠 連（3－4） 1，490円

馬 連 �� 26，830円 馬 単 �� 61，560円

ワ イ ド �� 5，900円 �� 4，050円 �� 2，520円

3 連 複 ��� 60，290円 3 連 単 ��� 553，470円

票 数

単勝票数 計 281169 的中 � 6883（13番人気）
複勝票数 計 459751 的中 � 13609（13番人気）� 21452（8番人気）� 50022（3番人気）
枠連票数 計 366925 的中 （3－4） 18225（7番人気）
馬連票数 計1215663 的中 �� 3344（89番人気）
馬単票数 計 647208 的中 �� 776（195番人気）
ワイド票数 計 445594 的中 �� 1846（73番人気）�� 2702（49番人気）�� 4399（30番人気）
3連複票数 計1726915 的中 ��� 2114（209番人気）
3連単票数 計2789846 的中 ��� 372（1641番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．4―11．2―11．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．4―34．8―46．0―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．6
3 ・（8，10，14）（16，18）（3，6，13，17）（7，9，12）2（5，15）4，1－11 4 ・（8，10，14）16（3，6，13，18）（2，7，17）（9，12）5，15，4，1，11

勝馬の
紹 介

フローラルホール �
�
父 オペラハウス �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2010．12．12 中山4着

2008．3．26生 牝5鹿 母 フラワリーウーフ 母母 パ ル カ エ 22戦4勝 賞金 48，058，000円
〔制裁〕 ミヤジエムジェイ号の騎手松田大作は，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：14番・16番）
〔その他〕 ミヤジエムジェイ号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。

02012 1月19日 晴 良 （25中京1）第1日 第12競走 ��
��2，200�

か ん さ が わ

寒 狭 川 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 539，000円 154，000円 77，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．5
2：10．0

良
良

713 シャドウバンガード 牡4黒鹿56 丸山 元気飯塚 知一氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 442± 02：14．6 2．8�
816 ミッキーマスカット 牡5鹿 57 松山 弘平野田みづき氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 526－ 62：14．81� 6．1�
612	 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± 0 〃 クビ 14．8�
24 ゼログラヴィティー 牡4黒鹿56 宮崎 北斗吉田 勝己氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 466＋ 42：14．9クビ 19．0�
715 カ ム フ ィ ー 牡4黒鹿56 大野 拓弥清水 二朗氏 鈴木 康弘 池田 新田牧場 466± 0 〃 クビ 4．5�
611	 スターリットスカイ 牝5栗 55 松田 大作永田 和彦氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 466－ 82：15．0
 20．1�
818 エーシングルーオン 牡4栗 56 中舘 英二	栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 458－ 62：15．1� 12．0

23 アクアブルーフライ 牡6栗 57 勝浦 正樹佐野 清氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 518－ 2 〃 アタマ 16．0�
11 マイネルヴェリタス 牡4栗 56 太宰 啓介 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 浦河 荻伏三好フ
アーム 498＋ 62：15．31� 11．6�

12 アラマサコマンダー 牝5鹿 55 高倉 稜アラキファーム 阿部 新生 新冠 アラキフアーム 430＋ 42：15．4� 52．8�
36 コスモユウチャン 牡4鹿 56 丹内 祐次 ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 中村 和夫 472＋ 6 〃 クビ 43．7�
510 グッドスピード 牡5栗 57 中井 裕二	ヤブウチ 長浜 博之 日高 広富牧場 474＋ 22：15．5クビ 56．7�
35 ホッコーゼニト 牡4鹿 56 菱田 裕二矢部 幸一氏 西浦 勝一 新ひだか 藤沢牧場 452－ 22：15．6� 77．1�
817	 エリモロワイヤル 牡5黒鹿57 吉田 隼人山本 慎一氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 482＋ 22：15．7
 205．2�
48 カレンレッドロック 牡4青鹿56 藤懸 貴志鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 514＋ 22：15．91� 164．2�
47 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＋ 62：16．32� 340．7�
714 モ ー レ ツ 牡6栗 57 川島 信二小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 B518－ 4 〃 クビ 59．9�
59 ハギノクーザ 牝4鹿 54 黛 弘人安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 440－142：16．4クビ 255．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 24，812，000円 複勝： 42，081，100円 枠連： 21，114，000円
馬連： 61，721，500円 馬単： 37，453，500円 ワイド： 29，829，500円
3連複： 82，962，700円 3連単： 151，019，300円 計： 450，993，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 230円 � 330円 枠 連（7－8） 440円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 480円 �� 610円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 4，000円 3 連 単 ��� 12，460円

票 数

単勝票数 計 248120 的中 � 72316（1番人気）
複勝票数 計 420811 的中 � 113888（1番人気）� 42516（3番人気）� 26379（5番人気）
枠連票数 計 211140 的中 （7－8） 35938（1番人気）
馬連票数 計 617215 的中 �� 46117（2番人気）
馬単票数 計 374535 的中 �� 18069（3番人気）
ワイド票数 計 298295 的中 �� 16390（2番人気）�� 12309（4番人気）�� 3829（20番人気）
3連複票数 計 829627 的中 ��� 15318（9番人気）
3連単票数 計1510193 的中 ��� 8950（19番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．0―12．3―13．2―12．6―12．2―12．2―12．0―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．1―36．1―48．4―1：01．6―1：14．2―1：26．4―1：38．6―1：50．6―2：02．4

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

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

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

シャドウバンガード �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Rainbow Quest デビュー 2012．5．6 新潟1着

2009．3．1生 牡4黒鹿 母 ラ ゲ ラ 母母 Smageta 8戦2勝 賞金 29，060，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 ホッコーゼニト号の騎手菱田裕二は，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：7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 アルティスト号
（非抽選馬） 1頭 ビコークラウン号



（25中京1）第1日 1月19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 197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
4，040，000円
2，050，000円
14，950，000円
65，027，000円
5，122，000円
1，891，200円

勝馬投票券売得金
188，725，900円
318，702，200円
142，473，200円
435，371，600円
287，129，600円
212，337，100円
618，028，500円
1，022，933，600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 3，225，701，700円

総入場人員 9，762名 （有料入場人員 8，998名）
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