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02025 1月26日 晴 稍重 （25中京1）第3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

35 タカノヒーロー 牡3鹿 56 鮫島 良太山口多賀司氏 梅田 康雄 日高 若林 武雄 472－ 61：14．3 3．9�
611 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 552＋ 41：14．51� 13．1�
612 アイネクライネ 牝3芦 54

51 ▲中井 裕二田島榮二郎氏 矢野 英一 浦河 有限会社
松田牧場 452－ 21：15．13� 12．6�

714 ユ ウ ヅ キ 牝3鹿 54 丸田 恭介�テシオ 小笠 倫弘 日高 モリナガファーム 444－10 〃 クビ 6．6�
24 アルペンクローネ 牡3鹿 56 北村 友一水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 440± 01：15．2クビ 6．6�
510 コウヨウエンプレス 牝3鹿 54 中舘 英二寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 本巣 一敏 468－ 21：16．05 3．5	
816 ワンダフルムーン 牝3栗 54 川須 栄彦�ターフ・スポート加用 正 浦河 笹地牧場 450＋ 81：16．31� 61．8

47 プルチネルラ �3黒鹿 56

53 ▲菱田 裕二加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 456－ 61：16．51 6．7�
23 ハッピーアンブルー 牝3栗 54

52 △西村 太一 �三石川上牧場 伊藤 伸一 新ひだか 三石川上牧場 448－ 8 〃 ハナ 30．1�
815 ジャパンプレミアム 牡3栗 56 宮崎 北斗山上 和良氏 和田正一郎 新ひだか 原 達也 468＋ 81：17．13� 146．3
11 ヒロノクリプー 牡3栗 56

53 ▲横山 和生守内 満氏 作田 誠二 青森 青南ムラカミ
ファーム 442± 01：17．31� 234．8�

36 ア ッ パ ル 牝3栗 54
51 ▲長岡 禎仁加藤 信之氏 相沢 郁 新ひだか 西川富岡牧場 422＋ 21：17．51� 169．1�

59 キ ー ナ ー 牝3鹿 54 高倉 稜田中 春美氏 畠山 吉宏 青森 田中 一夫 406－201：18．03 89．9�
12 ボールドタイド 牡3鹿 56 西田雄一郎増田 陽一氏 星野 忍 むかわ 市川牧場 428＋12 〃 ハナ 209．6�
48 ライブリヘイロー 牝3鹿 54

51 ▲水口 優也加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 厚真 大川牧場 458－121：18．53 51．9�
713 マーブルリッキー 牡3栗 56 松山 弘平下村 直氏 池添 兼雄 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 498± 01：19．45 198．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 10，187，400円 複勝： 21，259，900円 枠連： 6，337，900円
馬連： 22，835，500円 馬単： 15，405，000円 ワイド： 12，228，200円
3連複： 33，574，300円 3連単： 50，773，000円 計： 172，601，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 190円 � 580円 � 330円 枠 連（3－6） 1，650円

馬 連 �� 5，290円 馬 単 �� 8，690円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 850円 �� 3，030円

3 連 複 ��� 16，690円 3 連 単 ��� 68，010円

票 数

単勝票数 計 101874 的中 � 20989（2番人気）
複勝票数 計 212599 的中 � 36069（3番人気）� 8243（8番人気）� 16120（6番人気）
枠連票数 計 63379 的中 （3－6） 2848（9番人気）
馬連票数 計 228355 的中 �� 3191（19番人気）
馬単票数 計 154050 的中 �� 1309（33番人気）
ワイド票数 計 122282 的中 �� 1903（19番人気）�� 3696（10番人気）�� 965（29番人気）
3連複票数 計 335743 的中 ��� 1485（49番人気）
3連単票数 計 507730 的中 ��� 551（213番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．8―13．0―12．8―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．5―35．3―48．3―1：01．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．8―3F39．0
3 11，10（13，14）12（9，15）5，7，1（4，16）－（6，3）－2－8 4 11，10，14－（5，13，12）15（9，7）（1，4）（6，3）（2，16）＝8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タカノヒーロー �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 メイショウドトウ デビュー 2012．6．30 中京6着

2010．3．14生 牡3鹿 母 チキリランバダ 母母 ユウキサンパワー 9戦1勝 賞金 10，800，000円
〔制裁〕 マーブルリッキー号の騎手松山弘平は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：12番・15番・7

番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ライブリヘイロー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年2月26日まで平地競

走に出走できない。
マーブルリッキー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年3月26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。
（非抽選馬） 1頭 ハイランドコンドル号

02026 1月26日 晴 稍重 （25中京1）第3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

815 ユキノスライダー 牡3栗 56
53 ▲中井 裕二遠藤 宗義氏 領家 政蔵 日高 川端 正博 450＋ 81：55．5 18．9�

612 ケイジータイタン 牡3青鹿56 岩部 純二鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 514－ 41：55．82 28．6�
713 ゼンノコンゴウ 牡3栗 56 和田 竜二大迫久美子氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 478－ 2 〃 ハナ 1．4�
12 グランデアリュール 牡3鹿 56 丹内 祐次吉野 弘司氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム 482－ 61：56．33 26．4�
35 サクラシェンロン 牡3栗 56 高倉 稜�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 512± 01：56．4� 11．7�
47 メイショウキリコ 牝3鹿 54

52 △西村 太一松本 好雄氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 538＋ 41：57．46 347．4	
510 セルリアンサーロス 牡3栗 56 北村 友一
イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 506± 01：57．61� 23．1�
23 コウヨウセレクト 牡3栗 56 大野 拓弥寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 502＋ 21：57．7クビ 34．7�
36 デンコウウンリュウ 牡3鹿 56 武 幸四郎田中 康弘氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 486± 01：58．33� 48．9
11 シゲルカメレオンザ 牡3鹿 56 黛 弘人森中 蕃氏 鈴木 孝志 浦河 金成吉田牧場 B476－ 41：58．72� 557．1�
48 ウインアルカディア 牡3栗 56 松山 弘平�ウイン 中村 均 浦河 杵臼牧場 488± 0 〃 ハナ 25．1�
816 モ カ 牝3鹿 54 丸山 元気広尾レース� 国枝 栄 大樹 大樹ファーム 462－221：58．8� 31．1�
611 シュヴァルツローゼ 牡3黒鹿 56

53 ▲菱田 裕二有限会社シルク佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 470－121：59．11� 80．0�
714 ド ヴ ェ ル グ 牡3鹿 56 松田 大作岡 浩二氏 宮本 博 新冠 アラキフアーム 464＋ 81：59．31 9．8�
59 バッティングパワー 牡3鹿 56 勝浦 正樹島田 久氏 尾関 知人 浦河 村下 清志 460－12 〃 ハナ 33．4�
24 スフィダンテ 牡3鹿 56 岡部 誠
ターフ・スポート加用 正 浦河 鵜木 唯義 468＋ 42：01．9大差 153．2�

（愛知）

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，986，800円 複勝： 43，217，500円 枠連： 6，638，800円
馬連： 24，816，600円 馬単： 19，501，100円 ワイド： 14，462，300円
3連複： 33，247，400円 3連単： 60，110，700円 計： 216，981，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，890円 複 勝 � 290円 � 480円 � 110円 枠 連（6－8） 4，870円

馬 連 �� 16，000円 馬 単 �� 35，280円

ワ イ ド �� 2，930円 �� 430円 �� 580円

3 連 複 ��� 4，330円 3 連 単 ��� 77，160円

票 数

単勝票数 計 149868 的中 � 6276（4番人気）
複勝票数 計 432175 的中 � 19334（5番人気）� 10105（7番人気）� 268651（1番人気）
枠連票数 計 66388 的中 （6－8） 1008（12番人気）
馬連票数 計 248166 的中 �� 1145（36番人気）
馬単票数 計 195011 的中 �� 408（76番人気）
ワイド票数 計 144623 的中 �� 1107（34番人気）�� 8882（5番人気）�� 6273（7番人気）
3連複票数 計 332474 的中 ��� 5679（13番人気）
3連単票数 計 601107 的中 ��� 575（233番人気）

ハロンタイム 13．1―11．7―12．8―13．8―12．3―12．4―13．2―12．9―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．8―37．6―51．4―1：03．7―1：16．1―1：29．3―1：42．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．4
1
3
・（8，12）（2，13）（10，16）3，11（9，14，15）7－（1，5）6＝4・（12，13）（10，5）15，2－（8，14）（3，16）－（7，9，11，6）－（1，4）

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

勝馬の
紹 介

ユキノスライダー �
�
父 デュランダル �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2012．7．21 中京3着

2010．4．18生 牡3栗 母 ユキノチャンプ 母母 サラトガビューティ 5戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スフィダンテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年2月26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 ポロロッカ号
※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。

第１回 中京競馬 第３日



02027 1月26日 晴 稍重 （25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50分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

69 � グ レ ン 牡4黒鹿56 丸山 元気西森 鶴氏 中川 公成 日高 宝寄山 忠則 516－ 41：12．8 15．3�
813 ナリタキャッツアイ 牡5鹿 57 松山 弘平�オースミ 小野 幸治 日高 白井牧場 492－ 21：13．01 3．3�
46 シゲルドリアン 牡4鹿 56 勝浦 正樹森中 蕃氏 松山 将樹 日高 中前牧場 B468－ 2 〃 クビ 5．6�
711 ノーザンソング 牝5鹿 55 高倉 稜薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 478＋ 2 〃 アタマ 78．6�
610� 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 470± 01：13．1� 2．8�
22 ダノンカスガ 牡6青鹿57 和田 竜二�ダノックス 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 492－121：13．3� 13．7	
45 クリスワールド 牡5栗 57

54 ▲菱田 裕二加藤 守氏 武田 博 浦河 まるとみ冨岡牧場 510＋281：13．4� 16．8

712 キタサンテンニョ 牝4黒鹿54 古川 吉洋�大野商事 鹿戸 明 新冠 樋渡 信義 460＋ 61：13．72 17．7�
11 ヒノデポベーダ 牝5鹿 55 西田雄一郎久野 正弘氏 梅田 康雄 新冠 片倉 拓司 444－ 21：14．44 115．8
34 � ウォーターメジャー 牡5黒鹿57 鮫島 良太山岡 良一氏 鮫島 一歩 浦河 畔高牧場 B472＋ 21：14．5� 246．7�
58 ナガレボシイチバン 牡6鹿 57 田中 博康尾上 松壽氏 金成 貴史 新ひだか 小倉 光博 482＋101：14．71	 40．9�
57 � クリノモンテローザ 牝4栗 54

51 ▲中井 裕二栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 畠山牧場 470± 01：14．91� 217．4�
814 シ ム ー ン 牡4鹿 56 松田 大作�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 市川フアーム 508－ 81：15．0クビ 12．5�
33 ペニーウエイト 牝4栗 54 丸田 恭介石瀬 浩三氏 小野 次郎 新冠 オリエント牧場 492＋ 41：15．32 39．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 12，299，400円 複勝： 22，188，500円 枠連： 7，188，000円
馬連： 23，699，400円 馬単： 16，687，300円 ワイド： 12，646，100円
3連複： 32，709，400円 3連単： 59，185，300円 計： 186，603，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，530円 複 勝 � 450円 � 160円 � 200円 枠 連（6－8） 340円

馬 連 �� 2，130円 馬 単 �� 4，960円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 1，420円 �� 440円

3 連 複 ��� 2，990円 3 連 単 ��� 26，670円

票 数

単勝票数 計 122994 的中 � 6344（6番人気）
複勝票数 計 221885 的中 � 10076（6番人気）� 46285（2番人気）� 30223（3番人気）
枠連票数 計 71880 的中 （6－8） 15603（1番人気）
馬連票数 計 236994 的中 �� 8235（6番人気）
馬単票数 計 166873 的中 �� 2483（18番人気）
ワイド票数 計 126461 的中 �� 2676（12番人気）�� 2094（15番人気）�� 7744（3番人気）
3連複票数 計 327094 的中 ��� 8092（7番人気）
3連単票数 計 591853 的中 ��� 1638（65番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．4―12．3―12．9―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．0―34．4―46．7―59．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．8―3F38．4
3 14（5，9）11（10，12）3，13－（4，7）（8，6）2，1 4 14（5，9）（10，11）12（3，13）－（4，7）2（8，6，1）

勝馬の
紹 介

�グ レ ン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 マルゼンスキー

2009．5．10生 牡4黒鹿 母 レ ン 母母 ダ イ セ ダ ン 7戦1勝 賞金 7，200，000円
初出走 JRA

02028 1月26日 晴 稍重 （25中京1）第3日 第4競走 ��1，800�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� コースレコード

中央レコード
1：49．4
1：47．8

良
重

56 � バンブーリバプール 牡5青鹿 57
54 ▲中井 裕二�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 480－121：54．1 16．8�

11 マイネルガネーシャ 牡5栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 日高 今井牧場 508－ 41：54．73� 86．1�

67 オーシャンドライブ 牡4黒鹿56 川須 栄彦金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 544＋ 21：54．91� 1．7�

68 オーバーヘッド 牡5栗 57 勝浦 正樹水上 行雄氏 安達 昭夫 新ひだか 塚田 達明 494＋ 21：55．0クビ 6．7�
44 � リバータイキ 牡4栗 56 北村 友一河越 武治氏 作田 誠二 平取 稲原牧場 500－ 21：55．1� 26．3	
79 フォルトファーレン 牡4黒鹿 56

53 ▲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 454－ 41：55．31	 51．8

55 ラブイズブーシェ 牡4黒鹿56 古川 吉洋小林 祥晃氏 村山 明 浦河 小池 博幸 464＋141：55．61� 6．8�
710 マイネルソウル 牡4鹿 56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 浦河 谷川牧場 B506－ 61：55．7� 11．0�
812 ファンタズミック 牡5鹿 57 松山 弘平大塚亮一� 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 508－ 41：55．8クビ 15．5
811 アドマイヤサイモン 牡5栗 57 丸山 元気近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 474＋ 41：55．9� 26．5�
33 オウシュウベスト 牡6黒鹿57 宮崎 北斗西村 專次氏 田島 俊明 白老 社台牧場 470＋221：56．75 98．0�
22 サクラプリエール 牝5黒鹿55 大野 拓弥�さくらコマース高橋 文雅 新ひだか 新和牧場 488＋ 81：57．65 25．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 16，177，600円 複勝： 22，187，500円 枠連： 8，644，400円
馬連： 24，120，600円 馬単： 17，261，100円 ワイド： 12，850，800円
3連複： 32，521，000円 3連単： 61，845，000円 計： 195，608，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，680円 複 勝 � 380円 � 970円 � 130円 枠 連（1－5） 15，530円

馬 連 �� 41，120円 馬 単 �� 77，210円

ワ イ ド �� 9，240円 �� 740円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 15，990円 3 連 単 ��� 290，720円

票 数

単勝票数 計 161776 的中 � 7597（6番人気）
複勝票数 計 221875 的中 � 12039（6番人気）� 4100（11番人気）� 71962（1番人気）
枠連票数 計 86444 的中 （1－5） 411（21番人気）
馬連票数 計 241206 的中 �� 433（56番人気）
馬単票数 計 172611 的中 �� 165（105番人気）
ワイド票数 計 128508 的中 �� 326（57番人気）�� 4520（5番人気）�� 2287（16番人気）
3連複票数 計 325210 的中 ��� 1501（51番人気）
3連単票数 計 618450 的中 ��� 157（602番人気）

ハロンタイム 13．5―12．2―12．8―12．7―12．3―12．5―12．8―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．5―25．7―38．5―51．2―1：03．5―1：16．0―1：28．8―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�バンブーリバプール �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ブ ロ ッ コ

2008．3．9生 牡5青鹿 母 チリビリビン 母母 スイートバンブー 1戦1勝 賞金 6，700，000円
地方デビュー 2012．5．3 門別

〔発走状況〕 オウシュウベスト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



02029 1月26日 晴 良 （25中京1）第3日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時50分 （芝・左）

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

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

24 ミラクルラヴィ 牝3栗 54 和田 竜二藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 山岡牧場 468－ 21：37．0 5．1�
612 ファンタジーデイ 牝3栗 54

51 ▲菱田 裕二安原 浩司氏 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 456－ 2 〃 クビ 32．7�
59 ラッキーマンボ 牝3鹿 54 武 幸四郎 �三石川上牧場 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 478－ 61：37．1クビ 7．1�
611 シンコープリンセス 牝3栗 54

51 ▲水口 優也豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 432－ 2 〃 クビ 7．9�
816 クーファゲルニカ 牝3青 54 北村 友一大迫久美子氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 472－ 6 〃 アタマ 9．1�
713 チョウワンダー 牝3鹿 54 西田雄一郎丸山 隆雄氏 日吉 正和 新冠 武田牧場 442－ 21：37．2� 38．4	
815 ブリュネット 牝3栗 54 大野 拓弥 
ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 478－ 41：37．3クビ 8．1�
36 ブルジュオン 牝3黒鹿54 丸田 恭介
ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 436－10 〃 ハナ 5．3�
510 ヤマニンシェリル 牝3栗 54 松山 弘平土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 454＋ 21：37．4� 9．2
23 プリンセスフローラ 牝3栗 54 川須 栄彦有限会社シルク野中 賢二 安平 ノーザンファーム 416－ 61：37．5クビ 16．4�
35 リャナンシー 牝3栗 54 丸山 元気橋元 勇氣氏 高野 友和 千歳 社台ファーム 456＋ 8 〃 アタマ 8．7�
47 エ ミ オ ン 牝3青鹿54 鮫島 良太幅田 昌伸氏 加用 正 新ひだか 上村 清志 450＋ 21：37．81� 184．3�
11 ア ル カ ナ 牝3鹿 54

51 ▲中井 裕二
ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 466± 01：38．22� 162．8�

714 クレバーシャイン 牝3栗 54 古川 吉洋 
ウエスタンファーム 加藤 和宏 浦河 山田 昇史 494＋181：38．94 187．4�
48 マイネシャッツ 牝3鹿 54 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柄崎 孝 新冠 ビッグレッドファーム 412＋241：39．11� 87．0�
12 ピクシーチャーム 牝3鹿 54 黛 弘人上茶谷 一氏 矢作 芳人 安平 追分ファーム 390－101：39．84 137．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，303，700円 複勝： 32，364，500円 枠連： 11，506，300円
馬連： 31，553，500円 馬単： 20，568，700円 ワイド： 15，997，200円
3連複： 47，552，600円 3連単： 71，306，300円 計： 249，152，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 180円 � 830円 � 320円 枠 連（2－6） 1，720円

馬 連 �� 6，740円 馬 単 �� 8，820円

ワ イ ド �� 2，110円 �� 630円 �� 3，840円

3 連 複 ��� 9，050円 3 連 単 ��� 58，540円

票 数

単勝票数 計 183037 的中 � 28538（1番人気）
複勝票数 計 323645 的中 � 60691（1番人気）� 8243（10番人気）� 25963（7番人気）
枠連票数 計 115063 的中 （2－6） 4946（8番人気）
馬連票数 計 315535 的中 �� 3455（35番人気）
馬単票数 計 205687 的中 �� 1722（46番人気）
ワイド票数 計 159972 的中 �� 1825（36番人気）�� 6749（2番人気）�� 983（41番人気）
3連複票数 計 475526 的中 ��� 3880（36番人気）
3連単票数 計 713063 的中 ��� 899（233番人気）

ハロンタイム 12．4―11．7―12．2―12．2―12．2―12．2―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―24．1―36．3―48．5―1：00．7―1：12．9―1：24．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．5―3F36．3

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

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

勝馬の
紹 介

ミラクルラヴィ �
�
父 スズカフェニックス �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2012．10．20 京都9着

2010．3．27生 牝3栗 母 ラヴィーズラヴィン 母母 Lu Ravi 6戦1勝 賞金 8，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 オクタヴィア号

02030 1月26日 晴 良 （25中京1）第3日 第6競走 ��
��1，200�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
1：08．7
1：06．5

重
良

35 ライブリシュネル 牡3鹿 56 松田 大作加藤 哲郎氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド 474＋ 21：11．1 87．2�
59 イ キ 牡3栗 56 丸田 恭介前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482－ 61：11．42 4．3�
48 メイショウソウイン 牡3鹿 56 川須 栄彦松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 赤田牧場 442－ 21：11．61� 2．2�
715 ガロファニーノ 牝3黒鹿54 宮崎 北斗髙樽さゆり氏 松永 康利 浦河 斉藤英牧場 408－101：11．81� 128．6�
612 トシファイブスター 牡3黒鹿56 北村 友一田畑 利彦氏 飯田 雄三 浦河 鮫川 啓一 446－ 2 〃 ハナ 22．9�
714 エーシンジョーイ 牡3鹿 56

53 ▲菱田 裕二�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 438＋181：12．22� 33．6	
510 マイネピュアハート 牝3栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新ひだか 有限会社武岡牧場 456－ 81：12．3クビ 189．5

611 キ チ 牡3栗 56 岡部 誠飯田 吉哉氏 南井 克巳 浦河 川越ファーム 462＋ 41：12．51� 27．5�

（愛知）

11 	 ココロノスポーツ 牝3鹿 54 田中 博康スリースターズレーシング 木村 哲也 米 John C.
Oxley 464－12 〃 アタマ 7．8�

713 グランヴァーグ 牡3鹿 56 古川 吉洋加藤 光淑氏 的場 均 新ひだか 棚川 光男 488＋ 81：12．6クビ 15．0
817 シュナップス 牡3栗 56 勝浦 正樹藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 436± 0 〃 クビ 7．3�
816 ラガーライオン 牡3鹿 56 和田 竜二奥村 啓二氏 柴田 政見 安平 
橋本牧場 462± 01：12．7クビ 47．5�
12 ブルーフェイズ 牝3鹿 54 西田雄一郎 IHR 武藤 善則 新冠 三村 卓也 462＋ 6 〃 クビ 104．9�
24 ペドレリーア 牝3鹿 54 大野 拓弥 �キャロットファーム 栗田 博憲 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 466＋ 61：13．01� 30．8�
36 フクノスーパーベガ 牝3鹿 54 中舘 英二福島 実氏 新開 幸一 えりも エクセルマネジメント 432＋141：13．42� 95．2�
818 ヘイハチピカチャン 牝3栗 54 丸山 元気伊藤 貴憲氏 和田正一郎 浦河 榊原 敏明 422＋ 81：13．93 63．0�
47 アンプールトゥ 牝3黒鹿 54

52 △西村 太一江川 伸夫氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 434－12 〃 ハナ 383．8�
23 サイレンスシャドウ 牝3栗 54

51 ▲水口 優也星野 壽市氏 梅内 忍 日高 前野牧場 366－ 41：15．49 321．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 15，388，100円 複勝： 22，443，400円 枠連： 8，932，100円
馬連： 25，655，100円 馬単： 17，969，800円 ワイド： 14，699，200円
3連複： 36，395，300円 3連単： 66，966，100円 計： 208，449，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，720円 複 勝 � 800円 � 150円 � 130円 枠 連（3－5） 6，650円

馬 連 �� 10，790円 馬 単 �� 25，560円

ワ イ ド �� 2，220円 �� 1，820円 �� 210円

3 連 複 ��� 8，060円 3 連 単 ��� 115，750円

票 数

単勝票数 計 153881 的中 � 1392（12番人気）
複勝票数 計 224434 的中 � 4384（12番人気）� 44804（2番人気）� 62092（1番人気）
枠連票数 計 89321 的中 （3－5） 992（21番人気）
馬連票数 計 256551 的中 �� 1756（28番人気）
馬単票数 計 179698 的中 �� 519（67番人気）
ワイド票数 計 146992 的中 �� 1385（22番人気）�� 1705（19番人気）�� 23384（1番人気）
3連複票数 計 363953 的中 ��� 3335（22番人気）
3連単票数 計 669661 的中 ��� 427（277番人気）

ハロンタイム 12．5―10．4―11．4―12．2―12．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―22．9―34．3―46．5―58．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F36．8
3 ・（1，6，8）（2，18）（5，11）16（9，13，17）14－（3，15）－12（7，10）4 4 ・（1，6）8（2，18）（9，5）（11，16）13（14，17）15－（3，12）－（7，10）4

勝馬の
紹 介

ライブリシュネル �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2012．7．29 小倉8着

2010．3．30生 牡3鹿 母 ローズウッド 母母 ラウレルシーダー 8戦1勝 賞金 5，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サイレンスシャドウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年2月26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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 サフランティアラ号・ジャパンイモン号・スズカサファイヤ号・トウシンヴィーナス号・ワンダーブライド号
※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。



02031 1月26日 晴 良 （25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
1：22．5
1：21．5

良
不良

713 ローゼズガーランド 牝4鹿 54
51 ▲中井 裕二藤田 在子氏 矢野 英一 日高 天羽 禮治 492＋ 61：26．2 12．6�

816 マコトサンパギータ 牝5栗 55 川須 栄彦眞壁 宏寧氏 松田 国英 浦河 大成牧場 472＋ 21：26．51� 7．9�
611 ドリームバラード 牝4黒鹿 54

52 △西村 太一ドリームターフ組合 伊藤 圭三 新ひだか タイヘイ牧場 B446± 01：26．92� 171．3�
59 サマーハピネス 牝4鹿 54

51 ▲菱田 裕二セゾンレースホース� 松元 茂樹 日高 下河辺牧場 494－ 21：27．0� 2．5�
510 ラインキャメロン 牝4黒鹿54 高倉 稜大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 高橋 修 436－ 1 〃 アタマ 51．5�
23 � ラヴィーズバード 牝4鹿 54 丸田 恭介藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 B428－141：27．1� 15．3	
612 メテオレイン 牝4鹿 54 中舘 英二亀井 哲也氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム 460＋ 41：27．2� 77．7

48 ラブリースター 牝4栃栗54 丸山 元気長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 448－10 〃 クビ 6．8�
24 ピュアマインド 牝5栗 55 勝浦 正樹吉田 照哉氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 448＋ 41：27．3クビ 4．9�
714 フェニーチェ 牝4鹿 54 大野 拓弥広尾レース� 加藤 征弘 平取 坂東牧場 456± 01：27．93� 15．0
35 ベ ル シ エ ロ 牝4栗 54 黛 弘人 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 91：28．22 69．9�
815� ブラックオーキッド 牝5青鹿55 宮崎 北斗山上 和良氏 堀井 雅広 浦河 カナイシスタッド 456－ 4 〃 クビ 38．9�
36 フォゲラバーディ 牝4青鹿54 松山 弘平平田 修氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 432＋161：28．94 151．3�
12 ソフィバニヤン 牝6芦 55 岡部 誠�下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 508－121：29．1� 141．0�

（愛知）

47 � サチノバレンタイン 牝4黒鹿54 鮫島 良太佐藤 幸彦氏 森 秀行 浦河トラストスリーファーム 490－ 91：29．52� 101．5�
11 スマイルヴィジット 牝4栗 54 北村 友一ディアレスト 池上 昌弘 新冠 赤石 久夫 436－ 21：29．92� 14．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，564，100円 複勝： 24，727，400円 枠連： 9，488，600円
馬連： 28，223，800円 馬単： 17，883，100円 ワイド： 14，411，800円
3連複： 36，789，500円 3連単： 66，589，300円 計： 214，677，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 360円 � 350円 � 2，450円 枠 連（7－8） 1，680円

馬 連 �� 4，660円 馬 単 �� 10，100円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 13，980円 �� 20，400円

3 連 複 ��� 191，210円 3 連 単 ��� 832，940円

票 数

単勝票数 計 165641 的中 � 10415（5番人気）
複勝票数 計 247274 的中 � 19247（6番人気）� 20129（5番人気）� 2311（13番人気）
枠連票数 計 94886 的中 （7－8） 4178（9番人気）
馬連票数 計 282238 的中 �� 4476（17番人気）
馬単票数 計 178831 的中 �� 1308（39番人気）
ワイド票数 計 144118 的中 �� 2437（19番人気）�� 250（77番人気）�� 171（91番人気）
3連複票数 計 367895 的中 ��� 142（275番人気）
3連単票数 計 665893 的中 ��� 59（1309番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．8―12．3―13．0―12．5―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．9―47．2―1：00．2―1：12．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．3―3F39．0
3 ・（9，13）16，1（2，14，15）（6，5，12）11（3，8）（4，10）＝7 4 ・（9，13）16－1（14，15）（5，12）2，11（6，3）（8，10）4＝7

勝馬の
紹 介

ローゼズガーランド �
�
父 アポインテッドデイ �

�
母父 French Deputy デビュー 2011．10．8 東京10着

2009．1．14生 牝4鹿 母 ミスティーフレンチ 母母 Seeking the Circle 9戦2勝 賞金 13，720，000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。
（非抽選馬） 2頭 ボストンサクラ号・ワンダードレッシー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

02032 1月26日 晴 良 （25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）
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

710� サウンドビガレス 牡4栗 56
53 ▲菱田 裕二増田 雄一氏 安達 昭夫 米 Center

Hills Farm 486＋ 41：54．5 4．0�
811� シンクヴェトリル 牡4鹿 56 松山 弘平�ノースヒルズ 和田 正道 米 Boyd

Browning 550＋ 21：54．6	 2．7�
67 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 532＋ 41：55．55 25．0�
56 アーセナルゴール 牡5鹿 57 川須 栄彦渡邊 隆氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 490－ 21：55．6
 7．0�
44 � アポロスカイナイト 牡5鹿 57 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 米

Phillips Racing
Partnership &
John W. Phillips

B466－ 41：56．34 25．7�
11 � サンマルヴィエント 牡5栗 57 勝浦 正樹相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 484－ 61：56．51
 65．6	
68 ディアデラバンデラ �4黒鹿56 高田 潤 
キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 466＋ 41：56．6クビ 5．8�
33 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 484＋ 81：56．7
 121．2�
22 � ネオザタイタン 牡5芦 57 松田 大作小林 仁幸氏 黒岩 陽一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 546－141：57．76 20．3
55 ミッキーリヒト 牡7鹿 57 和田 竜二野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 480－ 41：58．87 7．4�
812� カシノグリーディ 牡4鹿 56 西田雄一郎柏木 務氏 二本柳俊一 青森 一山育成牧場 B502－ 21：58．9
 260．8�
79 ツ バ キ 牝4鹿 54

51 ▲中井 裕二白井 岳氏 小野 幸治 日高 白井牧場 474＋ 21：59．43 49．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 16，315，100円 複勝： 21，698，000円 枠連： 8，053，700円
馬連： 24，107，900円 馬単： 17，479，700円 ワイド： 12，143，000円
3連複： 32，662，300円 3連単： 65，607，500円 計： 198，067，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 150円 � 470円 枠 連（7－8） 550円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，100円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 3，150円 3 連 単 ��� 12，590円

票 数

単勝票数 計 163151 的中 � 32855（2番人気）
複勝票数 計 216980 的中 � 38113（2番人気）� 47619（1番人気）� 8688（8番人気）
枠連票数 計 80537 的中 （7－8） 10872（2番人気）
馬連票数 計 241079 的中 �� 31349（1番人気）
馬単票数 計 174797 的中 �� 11293（1番人気）
ワイド票数 計 121430 的中 �� 13040（1番人気）�� 2493（14番人気）�� 2634（13番人気）
3連複票数 計 326623 的中 ��� 7669（10番人気）
3連単票数 計 656075 的中 ��� 3848（40番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．3―38．6―51．5―1：04．3―1：16．4―1：29．4―1：41．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�サウンドビガレス �
�
父 Flashy Bull �

�
母父 Strawberry Road デビュー 2011．12．4 阪神1着

2009．4．20生 牡4栗 母 Berriesfromheaven 母母 Heaven for Bid 11戦2勝 賞金 19，500，000円



02033 1月26日 晴 良 （25中京1）第3日 第9競走 ��
��2，000�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
2：00．4
1：56．1

良
良

11 ビームライフル 牡4青鹿 56
53 ▲中井 裕二西山 茂行氏 須貝 尚介 新ひだか 本桐牧場 466＋ 22：02．9 4．0�

24 ソールデスタン 牡6鹿 57 黛 弘人�前川企画 奥平 雅士 浦河 鎌田 正嗣 462－ 42：03．11� 18．1�
817 トモロマイスター 牡6黒鹿 57

55 △西村 太一戸賀 智子氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 452－ 62：03．2� 8．8�
713	 アルティスト 牡6鹿 57 武 幸四郎塩入とめ子氏 中野 栄治 浦河 高岸 順一 498＋ 22：03．41
 6．3�
35 パリソワール 牡4栗 56 丸山 元気丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 436＋102：03．61 19．2�
36 サンライズトリプル 牡6鹿 57 丸田 恭介松岡 隆雄氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋ 6 〃 ハナ 7．5	
59 テイエムオペラドン 牡4鹿 56 鮫島 良太竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 川越ファーム 468－ 4 〃 クビ 17．5

48 トミケンプライム 牡8栗 57 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 和田 正道 静内 落合 一巳 418± 02：03．81
 87．2�
611	 メイショウミルキー 牡5鹿 57 川須 栄彦松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 460＋14 〃 アタマ 69．5�
612	 フ リ ー マ ン 牡4鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 浦河 丸幸小林牧場 508＋ 4 〃 ハナ 26．4
715 マルタカシクレノン 牡5青鹿57 宮崎 北斗國立 治氏 清水 美波 浦河 細道牧場 492－102：03．9クビ 18．3�
23 シンゼンレンジャー 牡4黒鹿56 飯田 祐史原 司郎氏 飯田 明弘 日高 インターナショ

ナル牧場 488＋102：04．11
 12．7�
818	 ラ ポ ー ル 牝5黒鹿 55

52 ▲菱田 裕二深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 寺越 政幸 454－ 4 〃 クビ 17．1�
714	 メイショウシレトコ 牡5鹿 57

54 ▲花田 大昂松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 462－ 42：04．2クビ 28．1�
47 ゲームコンセプト 牡7芦 57 和田 竜二薗部 博之氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム B510－122：04．62� 21．0�
12 オメガエンブレム 牝4青 54 北村 友一原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 452－ 42：04．92 65．6�
510 ギリギリヒーロー 牡5栗 57 大野 拓弥�ビリオンスター荒川 義之 千歳 社台ファーム 442＋30 〃 ハナ 12．5�
816 ザプレジデント 牡4鹿 56 西田雄一郎服部 新平氏 日吉 正和 浦河 鮫川フアーム 460± 02：05．43 121．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 16，701，800円 複勝： 26，328，500円 枠連： 16，920，800円
馬連： 43，368，200円 馬単： 27，054，600円 ワイド： 21，328，200円
3連複： 71，181，400円 3連単： 115，100，100円 計： 337，983，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 190円 � 470円 � 280円 枠 連（1－2） 1，880円

馬 連 �� 4，900円 馬 単 �� 8，570円

ワ イ ド �� 1，550円 �� 980円 �� 2，560円

3 連 複 ��� 13，950円 3 連 単 ��� 75，310円

票 数

単勝票数 計 167018 的中 � 33196（1番人気）
複勝票数 計 263285 的中 � 45459（1番人気）� 12461（10番人気）� 24485（3番人気）
枠連票数 計 169208 的中 （1－2） 6644（10番人気）
馬連票数 計 433682 的中 �� 6537（17番人気）
馬単票数 計 270546 的中 �� 2330（29番人気）
ワイド票数 計 213282 的中 �� 3386（13番人気）�� 5544（4番人気）�� 2010（37番人気）
3連複票数 計 711814 的中 ��� 3768（36番人気）
3連単票数 計1151001 的中 ��� 1128（175番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―13．1―11．9―12．6―11．9―12．2―11．9―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．7―37．8―49．7―1：02．3―1：14．2―1：26．4―1：38．3―1：50．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F36．5
1
3

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

2
4

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

ビームライフル �
�
父 ソングオブウインド �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2011．7．30 新潟4着

2009．2．11生 牡4青鹿 母 ショウナンアネーロ 母母 ショウナンハピネス 13戦2勝 賞金 24，165，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ベンジャミン号

02034 1月26日 晴 良 （25中京1）第3日 第10競走 ��
��1，400�は こ べ ら 賞

発走14時50分 （ダート・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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：22．5
1：21．5

良
不良

811� ティズトレメンダス 牝3鹿 54 川須 栄彦岡田 牧雄氏 佐山 優 米 Morgan’s
Ford Farm 488－ 21：25．6 9．0�

66 � ベストウォーリア 牡3栗 56 北村 友一馬場 幸夫氏 石坂 正 米 Buck Pond
Farm, Inc 506－ 61：25．91� 16．5�

67 メイショウロフウ 牡3黒鹿56 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 472－ 41：26．11	 1．5�
79 ミヤジエルビス 牡3青鹿56 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 松浦牧場 488± 01：26．2	 3．5�
11 ア チ ー ヴ 牡3黒鹿56 大野 拓弥前田 晋二氏 加藤 敬二 新ひだか 土居 忠吉 460＋ 41：26．94 33．0�
78 シャンパンルージュ 牝3鹿 54 中舘 英二�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ B466－ 21：27．11
 22．4	
810 ホッコージョイフル 牡3鹿 56 飯田 祐史矢部 幸一氏 飯田 明弘 新ひだか 千代田牧場 468＋ 4 〃 同着 116．5

44 アポロヌリー 牡3芦 56 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 小島 茂之 日高 下河辺牧場 458－ 41：27．31
 72．3�
33 テイエムシングン 牡3鹿 56 菱田 裕二竹園 正繼氏 鈴木 孝志 新ひだか グランド牧場 480－ 61：27．51	 138．3�
55 トップエトワール 牡3芦 56 松田 大作宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 494－ 41：28．03 156．9�
22 スリーフォスター 牡3黒鹿56 高倉 稜永井商事� 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 454＋101：29．49 98．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 35，320，800円 複勝： 89，292，100円 枠連： 11，377，800円
馬連： 51，165，500円 馬単： 47，503，100円 ワイド： 25，198，800円
3連複： 68，212，900円 3連単： 198，938，900円 計： 527，009，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 190円 � 320円 � 110円 枠 連（6－8） 560円

馬 連 �� 4，300円 馬 単 �� 9，750円

ワ イ ド �� 970円 �� 230円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 28，860円

票 数

単勝票数 計 353208 的中 � 31095（3番人気）
複勝票数 計 892921 的中 � 63954（3番人気）� 28056（4番人気）� 580752（1番人気）
枠連票数 計 113778 的中 （6－8） 15262（2番人気）
馬連票数 計 511655 的中 �� 8795（11番人気）
馬単票数 計 475031 的中 �� 3597（21番人気）
ワイド票数 計 251988 的中 �� 5571（10番人気）�� 32253（2番人気）�� 13368（4番人気）
3連複票数 計 682129 的中 ��� 26371（5番人気）
3連単票数 計1989389 的中 ��� 5088（67番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．5―12．1―13．0―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．8―46．9―59．9―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ティズトレメンダス �
�
父 Tiz Wonderful �

�
母父 Editor’s Note デビュー 2012．10．1 阪神6着

2010．4．9生 牝3鹿 母 Proof Positive 母母 Rabida 6戦2勝 賞金 20，064，000円
〔制裁〕 アチーヴ号の調教師加藤敬二は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
※出走取消馬 ヴェルシュナイダー号（疾病〔左肩跛行〕のため）



02035 1月26日 晴 良 （25中京1）第3日 第11競走 ��
��1，900�

い せ

伊 勢 特 別
発走15時25分 （ダート・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 329，000円 94，000円 47，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：58．2
1：53．7

重
不良

814 ライジングサン 牡5栗 57 松山 弘平名古屋友豊� 小野 幸治 新ひだか 大平牧場 522± 01：59．8 3．4�
813 エーペックス 牡4青鹿56 丸山 元気�Basic 畠山 吉宏 日高 川島 良一 506－ 82：00．54 31．4�
712 コスモメルハバ 牡4鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新ひだか 田上 稔 506＋ 22：00．82 14．7�
711 ホノカアボーイ 牡5黒鹿57 田中 博康 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 464＋ 82：01．11� 8．1�
34 トップストライド 牡5鹿 57 黛 弘人�コオロ 萱野 浩二 日高 庄野牧場 496－ 62：01．31	 85．7	
11 ディアフォルティス 牡5黒鹿57 丸田 恭介ディアレスト 宗像 義忠 新ひだか 中田 英樹 B486－ 8 〃 アタマ 29．2

57 ブライトジェム 牡5栗 57 大野 拓弥栗本 博晴氏 谷 潔 日高 待兼牧場 504± 02：01．4
 10．2�
58 セトノメジャー 牡6鹿 57 古川 吉洋難波 澄子氏 南井 克巳 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 500－ 2 〃 クビ 17．1
22 � ベストサーパス 牡4栗 56 川須 栄彦小川 勲氏 藤岡 健一 米 Iron County

Farms Inc 506＋122：02．03
 10．3�
610� ローレルカンタータ 牡7栗 57 横山 和生 �ローレルレーシング 勢司 和浩 日高 タバタファーム 524－ 62：02．31� 144．0�
46 ハリマノワタリドリ 牡7栗 57 北村 友一福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 B476－ 42：02．4� 41．1�
33 ワイルドフラッパー 牝4黒鹿54 和田 竜二吉田 照哉氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 516＋ 42：02．93 2．5�
69 ヤマニンパソドブル 牝6青鹿55 勝浦 正樹土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 480＋ 22：03．11	 86．7�

（13頭）
45 スリータイタン 牡4黒鹿56 岡部 誠永井商事� 村山 明 新ひだか グランド牧場 ― （出走取消）

（愛知）

売 得 金
単勝： 30，983，800円 複勝： 46，010，900円 枠連： 28，615，100円
馬連： 109，633，400円 馬単： 68，393，800円 ワイド： 40，495，300円
3連複： 158，952，500円 3連単： 301，093，500円 計： 784，178，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 610円 � 340円 枠 連（8－8） 4，970円

馬 連 �� 4，840円 馬 単 �� 7，670円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 780円 �� 3，280円

3 連 複 ��� 14，340円 3 連 単 ��� 68，910円

票 数

単勝票数 計 309838 的中 � 72817（2番人気）
複勝票数 計 460109 的中 � 110762（2番人気）� 15382（8番人気）� 31650（6番人気）
枠連票数 計 286151 的中 （8－8） 4250（16番人気）
馬連票数 計1096334 的中 �� 16718（20番人気）
馬単票数 計 683938 的中 �� 6584（27番人気）
ワイド票数 計 404953 的中 �� 6737（19番人気）�� 13315（9番人気）�� 2933（33番人気）
3連複票数 計1589525 的中 ��� 8185（51番人気）
3連単票数 計3010935 的中 ��� 3225（209番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．6―30．5―43．8―56．7―1：09．5―1：22．1―1：34．9―1：47．2

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ライジングサン �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2010．7．10 阪神18着

2008．4．22生 牡5栗 母 テンタシオン 母母 ビューチフルドラマ 23戦3勝 賞金 50，081，000円
〔出走取消〕 スリータイタン号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
※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。

02036 1月26日 晴 良 （25中京1）第3日 第12競走 ��
��1，400�

し ょ う な い が わ

庄 内 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 525，000円 150，000円 75，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．0
1：19．0

良
良

818 エクスクライム 牡4栗 56 中舘 英二前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 452＋ 61：22．3 17．8�
713 タガノリバレンス 牡4鹿 56 岡部 誠八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476－ 8 〃 クビ 4．8�
（愛知）

612 プリンシペアスール 牡4鹿 56 高倉 稜吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 468＋181：22．51� 20．9�
24 	 スナイプビッド 牡5鹿 57 和田 竜二 �社台レースホース大久保龍志 米 Fontainebleau

Farm Inc. B496－ 81：22．6� 3．3�
510 エパティック 牝5鹿 55 松山 弘平村木 篤氏 堀 宣行 安平 追分ファーム 460－ 6 〃 クビ 4．9�
714
 クロンドローリエ 牝6青鹿55 宮崎 北斗 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加藤 和宏 浦河 富菜牧場 436＋ 61：22．7� 35．9

36 
 ネオウーリボー 牡5鹿 57 川須 栄彦小林 仁幸氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋121：22．91� 26．7�
48 トーセンマルス 牡5鹿 57 黛 弘人島川 �哉氏 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム 442＋14 〃 クビ 11．3
47 グランマルシェ 牡5鹿 57 松田 大作 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム B532＋161：23．0クビ 13．8�
23 ラブグランデー 牝6鹿 55 西田雄一郎増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか パラダイス・ファーム 468－ 61：23．1� 13．0�
816 ルタンデスリーズ 牝4鹿 54 大野 拓弥 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高木 登 新ひだか 嶋田牧場 482± 01：23．63 41．7�
59 ラインロバート 牡4青鹿56 勝浦 正樹大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 468＋ 41：24．13 69．1�
35 シベリアンソアー 牡5黒鹿57 丸山 元気藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 466＋10 〃 アタマ 72．1�
817 カフェキングアイ 牡5鹿 57 中井 裕二西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 静内白井牧場 444＋ 4 〃 ハナ 108．0�
12 マックスストレイン 牡6栗 57 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム 468± 01：24．2� 33．8�
715 ダンスインザマミー 牝4黒鹿54 田中 博康落合 幸弘氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 408－101：24．41 171．0�
11 
 サトノナイト �5鹿 57 丸田 恭介里見 治氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 490－101：25．14 38．0�
611 ミラクルムーン 牝4黒鹿54 西村 太一阿部 紀子氏 清水 英克 浦河 大北牧場 434－ 41：25．2 90．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 28，000，400円 複勝： 41，410，000円 枠連： 24，684，900円
馬連： 72，280，400円 馬単： 43，089，600円 ワイド： 32，849，900円
3連複： 108，359，500円 3連単： 194，627，200円 計： 545，301，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，780円 複 勝 � 480円 � 200円 � 500円 枠 連（7－8） 1，830円

馬 連 �� 4，250円 馬 単 �� 12，620円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 4，730円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 29，320円 3 連 単 ��� 189，000円

票 数

単勝票数 計 280004 的中 � 12437（7番人気）
複勝票数 計 414100 的中 � 20582（7番人気）� 68047（2番人気）� 19486（8番人気）
枠連票数 計 246849 的中 （7－8） 9964（8番人気）
馬連票数 計 722804 的中 �� 12561（15番人気）
馬単票数 計 430896 的中 �� 2520（43番人気）
ワイド票数 計 328499 的中 �� 5232（17番人気）�� 1675（49番人気）�� 5208（19番人気）
3連複票数 計1083595 的中 ��� 2728（91番人気）
3連単票数 計1946272 的中 ��� 760（550番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．2―11．8―12．2―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．3―34．5―46．3―58．5―1：10．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．0
3 ・（1，11，5，9）（3，4，14）（6，16）（2，7）（10，12，13）（8，18）17－15 4 1（11，5，9）（3，4）（7，14）（2，6，16）13（10，12）18（17，8）－15

勝馬の
紹 介

エクスクライム �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2011．7．3 中山1着

2009．1．30生 牡4栗 母 フェアリーブレス 母母 スイートマイハート 16戦2勝 賞金 21，925，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アースツリー号・ヴェルーテ号・コスモユキシマキ号・トウショウレイザー号
（非抽選馬） 5頭 アンビホールドゥン号・クレムリンシチー号・スズカサクセス号・ダイヤモンドアスク号・デイジーバローズ号
※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。



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

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 180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

159，160，000円
5，360，000円
1，740，000円
14，490，000円
59，876，000円
4，680，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
231，229，000円
413，128，200円
148，388，400円
481，459，900円
328，796，900円
229，310，800円
692，158，100円
1，312，142，900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 3，836，614，200円

総入場人員 9，212名 （有料入場人員 8，445名）
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