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02013 1月19日 晴 良 （26中京1）第2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

24 ノ ボ リ フ ジ 牡3鹿 56 藤岡 佑介原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 502± 01：14．6 1．4�
59 フジマサレジェンド 牡3芦 56 吉田 隼人藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 504－ 41：14．81 6．3�
714 タマモグラッセ 牝3栗 54 水口 優也タマモ� 木原 一良 新ひだか 前田牧場 418－121：15．01 136．7�
816 スズカローラー 牝3鹿 54 丸山 元気永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 450－ 41：15．31� 13．4�
36 オーミシャンクス 牡3黒鹿56 藤岡 康太岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新冠 松木 加代 500± 0 〃 クビ 11．5�
23 サージェントペパー 牡3鹿 56

53 ▲原田 敬伍薪浦 亨氏 小原伊佐美 日高 下川 茂広 504± 01：15．62 25．6	
48 エストデスティネ �3栗 56 西田雄一郎橋川 欣司氏 本間 忍 新ひだか フジワラフアーム 488＋ 41：15．81� 260．9

11 テイエムスラッガー 牡3栗 56 松田 大作竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新ひだか 石川 栄一 440－ 21：16．01� 19．6�
713 シゲルシリベシ 牝3鹿 54

52 △藤懸 貴志森中 蕃氏 坪 憲章 日高 木村牧場 476－ 41：16．21� 106．6�
612	 ボルタドマール 牝3栗 54 太宰 啓介�ノースヒルズ 高野 友和 米 North Hills

Management 450＋101：16．41� 47．1
47 ハクユウジャック 牡3栗 56 中舘 英二 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 新ひだか キヨミネ牧場 462＋ 61：16．82� 83．6�
611 ティーキジュ 牡3栗 56 松山 弘平深見 富朗氏 小野 幸治 新ひだか グランド牧場 488 ― 〃 クビ 64．7�
815 バ ム 牡3鹿 56 高倉 稜北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 478± 0 〃 ハナ 107．6�
12 コ ン ド コ ソ 牡3芦 56

53 ▲伴 啓太西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 田原橋本牧場 476＋221：17．97 177．3�
510 バンブーカッサーノ 牡3芦 56

55 ☆菱田 裕二�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 458＋ 21：18．11� 20．7�
35 リ サ 牝3黒鹿54 上野 翔グリーンスウォード嶋田 潤 新ひだか 萩澤 國男 450＋12 （競走中止） 227．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，418，300円 複勝： 57，111，500円 枠連： 7，657，300円
馬連： 23，333，800円 馬単： 20，662，200円 ワイド： 15，255，300円
3連複： 38，237，100円 3連単： 75，565，100円 計： 254，240，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 140円 � 1，890円 枠 連（2－5） 260円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 400円

ワ イ ド �� 160円 �� 2，370円 �� 4，690円

3 連 複 ��� 7，570円 3 連 単 ��� 18，040円

票 数

単勝票数 計 164183 的中 � 93032（1番人気）
複勝票数 計 571115 的中 � 423047（1番人気）� 53962（2番人気）� 1775（13番人気）
枠連票数 計 76573 的中 （2－5） 22565（1番人気）
馬連票数 計 233338 的中 �� 60124（1番人気）
馬単票数 計 206622 的中 �� 38143（1番人気）
ワイド票数 計 152553 的中 �� 35848（1番人気）�� 1233（25番人気）�� 613（38番人気）
3連複票数 計 382371 的中 ��� 3731（22番人気）
3連単票数 計 755651 的中 ��� 3092（55番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．2―13．1―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―24．3―36．5―49．6―1：01．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノ ボ リ フ ジ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．2 京都3着

2011．5．30生 牡3鹿 母 サンデーミッチー 母母 プレザントソーサリス 4戦1勝 賞金 8，100，000円
〔騎手変更〕 バム号の騎手岩崎翼は，病気のため高倉稜に変更。
〔競走中止〕 リサ号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 シアトルサンライト号・ジャズコンボ号・ワードイズボンド号
（非抽選馬） 2頭 テイエムジャバラ号・メイショウナギサ号

02014 1月19日 晴 良 （26中京1）第2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）

若手騎手，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

12 サンライズレーヴ 牡3栗 56 大江原 圭松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 460± 01：57．1 5．1�

11 ワンダフルニュース 牡3栗 56
54 △杉原 誠人島田 久氏 尾関 知人 日高 浜本 幸雄 486－ 61：57．52� 8．9�

48 メイショウオセアン 牡3鹿 56
53 ▲伴 啓太松本 好�氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 544＋10 〃 クビ 5．1�

35 ブロンクスシルバー 牝3芦 54 菅原 隆一 �社台レースホース吉田 直弘 千歳 社台ファーム 476－ 21：58．13� 159．9�
36 レオウィッシュ 牡3栗 56

53 ▲原田 敬伍	レオ 小野 次郎 新ひだか 前谷 武志 474＋ 61：58．41� 151．5

23 カフジスター 牡3青鹿56 水口 優也加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 シンボリ牧場 458－ 2 〃 クビ 8．9�
713 スリーサウス 牡3鹿 56

55 ☆菱田 裕二永井商事	 藤岡 範士 新ひだか 山田牧場 460－ 81：58．61� 7．3�
47 トーホウレオポルド 牡3青鹿 56

53 ▲長岡 禎仁東豊物産	 武藤 善則 日高 竹島 幸治 B448－ 61：58．81� 57．4
816 ヴ ォ ラ ン テ 牝3黒鹿54 大下 智石川 幸司氏 牧田 和弥 浦河 馬道 繁樹 402－ 81：59．54 56．4�
24 ウインカレント 牡3鹿 56 伊藤 工真	ウイン 高橋 祥泰 新冠 松浦牧場 488± 01：59．6� 117．2�
611 ケイウンヘブンズ 牝3青鹿54 平野 優鋤元 節夫氏 松永 昌博 日高 新井 昭二 400± 01：59．7� 103．6�
510 タマモエバグリーン 牝3鹿 54

51 ▲森 一馬タマモ	 角田 晃一 新ひだか 前田牧場 460± 02：00．12� 9．7�
59 タイセイバリオス 牡3鹿 56 草野 太郎田中 成奉氏 武藤 善則 日高 沖田牧場 480－ 22：01．69 157．4�
815 シュシュフルール 牝3青鹿54 西村 太一菅波立知子氏 勢司 和浩 青森 マルシチ牧場 464－ 62：03．6大差 192．3�
714 リーガルウイナー 牡3鹿 56 田中 健岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 新冠 坂元牧場 462－122：10．0大差 213．8�
612 ワクワクカンヲ 牡3鹿 56

54 △藤懸 貴志小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 B468－ 6 （競走中止） 3．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 11，419，300円 複勝： 18，393，700円 枠連： 6，783，600円
馬連： 22，192，200円 馬単： 15，391，500円 ワイド： 11，537，400円
3連複： 32，890，600円 3連単： 50，511，300円 計： 169，119，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 180円 � 260円 � 170円 枠 連（1－1） 1，650円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 3，180円

ワ イ ド �� 760円 �� 380円 �� 760円

3 連 複 ��� 2，850円 3 連 単 ��� 17，230円

票 数

単勝票数 計 114193 的中 � 17687（3番人気）
複勝票数 計 183937 的中 � 30309（3番人気）� 16323（5番人気）� 30567（2番人気）
枠連票数 計 67836 的中 （1－1） 3050（7番人気）
馬連票数 計 221922 的中 �� 8890（8番人気）
馬単票数 計 153915 的中 �� 3582（14番人気）
ワイド票数 計 115374 的中 �� 3637（11番人気）�� 8091（3番人気）�� 3637（11番人気）
3連複票数 計 328906 的中 ��� 8524（8番人気）
3連単票数 計 505113 的中 ��� 2164（51番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．7―38．4―52．1―1：05．5―1：18．9―1：32．2―1：44．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズレーヴ �
�
父 サンライズペガサス �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2013．10．13 京都7着

2011．2．25生 牡3栗 母 ティボリサンライズ 母母 ラディカルチック 5戦1勝 賞金 6，250，000円
〔騎手変更〕 サンライズレーヴ号の騎手岩崎翼は，病気のため大江原圭に変更。
〔競走中止〕 ワクワクカンヲ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔その他〕 リーガルウイナー号は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シュシュフルール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年2月19日まで平地

競走に出走できない。
※ヴォランテ号・ケイウンヘブンズ号・タイセイバリオス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第１回 中京競馬 第２日



02015 1月19日 晴 良 （26中京1）第2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

11 � シルクバーニッシュ 牡5鹿 57
55 △杉原 誠人有限会社シルク領家 政蔵 平取 坂東牧場 496＋ 81：13．0 2．1�

816 アスターサンダー 牡5栗 57
56 ☆菱田 裕二加藤 久枝氏 加藤 敬二 新ひだか 上村 清志 530＋ 41：13．42� 39．2�

714 デンコウリョウ �6芦 57 岡田 祥嗣田中 康弘氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 494＋121：13．5� 37．8�
36 ローレルボルケーノ 牡5鹿 57

55 △藤懸 貴志 �ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 藤川フアーム 520± 0 〃 ハナ 3．2�
59 テイエムチャンス 牡5黒鹿57 荻野 琢真竹園 正繼氏 木原 一良 平取 北島牧場 482＋12 〃 ハナ 167．8�
47 � タ カ ミ ル 牡5芦 57 大庭 和弥村田 滋氏 嶋田 潤 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 B506＋161：13．6クビ 104．0	
815 ニ ザ エ モ ン 牡6黒鹿57 藤岡 康太小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 474＋ 2 〃 クビ 7．6

23 ドリームボンバー 牡6鹿 57 柴山 雄一セゾンレースホース� 飯田 雄三 日高 下河辺牧場 B490＋12 〃 ハナ 39．2�
611 ナリタキャッツアイ 牡6鹿 57 松山 弘平�オースミ 小野 幸治 日高 白井牧場 512＋281：13．8� 14．6�
48 コスモイルダーナ 牡7青鹿57 丹内 祐次岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 新冠 堤 牧場 488＋101：14．01� 17．8
713 ミ ニ 牡4黒鹿 56

53 ▲原田 敬伍宮田 守氏 崎山 博樹 えりも 能登 浩 472＋ 21：14．1� 46．3�
612� ケイティドリーム 牡5黒鹿57 太宰 啓介瀧本 和義氏 清水 出美 新ひだか へいはた牧場 484＋ 71：14．52� 198．4�
24 � ホ ク レ ア 牡5栗 57 丸山 元気古賀 和夫氏 和田 正道 新ひだか 西村 和夫 456＋ 21：14．81� 28．3�
12 プリサイスガール 牝4青 54 黛 弘人�グランド牧場 奥平 雅士 新ひだか グランド牧場 436＋10 〃 クビ 35．2�
35 メイショウオハツ 牝5黒鹿55 	島 良太松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 500－ 61：14．9� 103．5�
510 ア セ ン ト �6鹿 57 中舘 英二馬目 卓氏 嶋田 潤 千歳 社台ファーム 486＋ 81：15．85 315．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，224，400円 複勝： 19，808，600円 枠連： 7，613，400円
馬連： 25，099，800円 馬単： 19，130，000円 ワイド： 15，048，800円
3連複： 40，349，100円 3連単： 63，046，500円 計： 208，320，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 200円 � 610円 � 480円 枠 連（1－8） 700円

馬 連 �� 5，280円 馬 単 �� 8，130円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 1，490円 �� 6，890円

3 連 複 ��� 34，830円 3 連 単 ��� 108，970円

票 数

単勝票数 計 182244 的中 � 71682（1番人気）
複勝票数 計 198086 的中 � 33669（2番人気）� 7373（8番人気）� 9861（6番人気）
枠連票数 計 76134 的中 （1－8） 8107（2番人気）
馬連票数 計 250998 的中 �� 3512（18番人気）
馬単票数 計 191300 的中 �� 1738（25番人気）
ワイド票数 計 150488 的中 �� 2293（18番人気）�� 2528（14番人気）�� 524（53番人気）
3連複票数 計 403491 的中 ��� 855（76番人気）
3連単票数 計 630465 的中 ��� 427（271番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．6―12．0―12．2―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．2―47．2―59．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．4―3F37．8
3 1，9（2，15）（7，16）14，8（5，11）（3，12）（6，13）－4，10 4 1－（2，9，15）－（7，16）－14－（11，8）5，12（3，13）6－4－10

勝馬の
紹 介

�シルクバーニッシュ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 バブルガムフェロー

2009．3．26生 牡5鹿 母 ビービーバーニング 母母 ラブチューン 6戦1勝 賞金 11，400，000円
地方デビュー 2012．10．10 門別

〔騎手変更〕 シルクバーニッシュ号の騎手岩崎翼は，病気のため杉原誠人に変更。
〔制裁〕 ニザエモン号の騎手藤岡康太は，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：9番）

ローレルボルケーノ号の騎手藤懸貴志は，決勝線手前で外側に斜行したことについて平成26年1月25日から平成26年1月
26日まで騎乗停止。（被害馬：11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 アークペガサス号
（非抽選馬） 1頭 コーリンヴァレロ号

02016 1月19日 晴 良 （26中京1）第2日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時20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

813� トーコーレガーロ 牡5鹿 60 北沢 伸也森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 488± 03：19．7 24．7�
57 プレミアムウォーズ �5栗 60 草野 太郎中西 宏彰氏 星野 忍 新冠 タニグチ牧場 472－ 63：20．12� 10．8�
46 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＋ 43：20．2クビ 5．2�
814 ソ ン ブ レ ロ 牡4鹿 59 平沢 健治谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 468± 03：21．26 8．4�
33 コウエイレディー 牝4鹿 57 中村 将之西岡 静男氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 454－ 43：21．41	 5．1�
58 ラインレグルス 牡6鹿 60

57 ▲森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 高橋 修 508－ 23：22．14 2．3�
11 タマモアルバ 牝4鹿 57 植野 貴也タマモ	 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 476＋ 83：24．3大差 24．5

22 タイセイジーニアス 牡6黒鹿60 白浜 雄造田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか カントリー牧場 468± 03：24．51	 21．0�
711 エイブルブラッド 牡6鹿 60 五十嵐雄祐吉田 照哉氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 506＋ 23：27．3大差 19．7�
45 � スレイプニル 牝7鹿 58 上野 翔栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 日西牧場 496－103：29．5大差 238．2
712 ホンズイーン 牝4鹿 57 横山 義行芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 中橋 正 414＋ 63：37．0大差 247．0�
34 オ リ ー ブ 牝5鹿 58 大江原 圭下井 道博氏 高橋 義博 浦河 東栄牧場 458＋12 （競走中止） 119．1�
610 ナデシコホマレ 牝4栗 57 高野 和馬 	ローレルレーシング 矢野 照正 日高 春木 昭雄 432－ 2 （競走中止） 142．4�
69 ヤマニンエトレンヌ 牝4栗 57 熊沢 重文土井 肇氏 柴田 政見 新冠 錦岡牧場 464－12 （競走中止） 80．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 14，416，800円 複勝： 18，004，000円 枠連： 7，621，800円
馬連： 21，792，900円 馬単： 15，802，000円 ワイド： 11，870，500円
3連複： 36，725，700円 3連単： 63，347，300円 計： 189，581，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，470円 複 勝 � 250円 � 290円 � 180円 枠 連（5－8） 660円

馬 連 �� 13，440円 馬 単 �� 29，530円

ワ イ ド �� 2，670円 �� 1，160円 �� 840円

3 連 複 ��� 16，040円 3 連 単 ��� 160，110円

票 数

単勝票数 計 144168 的中 � 4607（9番人気）
複勝票数 計 180040 的中 � 18800（5番人気）� 14934（6番人気）� 29960（2番人気）
枠連票数 計 76218 的中 （5－8） 8531（3番人気）
馬連票数 計 217929 的中 �� 1197（31番人気）
馬単票数 計 158020 的中 �� 395（66番人気）
ワイド票数 計 118705 的中 �� 1059（28番人気）�� 2544（13番人気）�� 3593（8番人気）
3連複票数 計 367257 的中 ��� 1690（47番人気）
3連単票数 計 633473 的中 ��� 292（379番人気）
上り 1マイル 1：48．2 4F 52．3－3F 38．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�トーコーレガーロ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Souvenir Copy

2009．4．22生 牡5鹿 母 スーヴェニアギフト 母母 Alleged Gift 障害：1戦1勝 賞金 7，000，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 ヤマニンエトレンヌ号は，1周目5号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
ナデシコホマレ号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため2周目2号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
オリーブ号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため2周目5号障害〔ハードル〕手前で競走中止。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アドマイヤバートン号・ショウナンワヒネ号・タツパーシヴ号・ネフライト号



02017 1月19日 晴 良 （26中京1）第2日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走12時10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
1：32．8
1：30．7

良
良

612 ランドオザリール 牡3鹿 56
55 ☆菱田 裕二 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 526－ 41：36．8 3．6�
714 ガルデルスリール 牝3鹿 54 藤岡 康太吉田 勝己氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 462＋ 4 〃 クビ 4．1�
59 メイショウアズミノ 牝3鹿 54 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 富田牧場 450－141：36．9� 17．7�
816 ロスヴァイセ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介 �キャロットファーム 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 454＋ 61：37．0クビ 9．6�
35 メイショウラバンド 牝3鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 藤岡 範士 新ひだか 本桐牧場 432－ 2 〃 クビ 6．5�
23 フォルシャー 牡3栗 56 川須 栄彦 �社台レースホース高野 友和 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 474－ 21：37．1クビ 4．9	
12 トリビューン 牡3鹿 56 川島 信二 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 472－ 21：37．31� 11．9

510 キョウワジュネス 牝3鹿 54 岡田 祥嗣�協和牧場 千田 輝彦 新冠 協和牧場 452＋ 2 〃 クビ 33．0�
48 スズカヴァンガード �3栗 56 西田雄一郎永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 492－ 41：37．51� 106．8�
815 サンドミエシュ 牝3黒鹿54 丸田 恭介 �キャロットファーム 武藤 善則 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 418＋ 21：37．6� 55．8
611 タ イ マ ツ リ 牡3黒鹿56 熊沢 重文浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 岡田スタツド 458＋ 21：37．91� 187．2�
47 ピンクパール 牝3鹿 54

52 △杉原 誠人近藤 英二氏 石栗 龍彦 浦河 中神牧場 422－ 81：38．0� 205．4�
713 ゼニスブルー 牡3鹿 56 	島 良太�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460－ 61：38．42� 79．7�
36 マサノクリスタル 牝3黒鹿 54

51 ▲森 一馬猪野毛雅人氏 高橋 亮 新ひだか 猪野毛牧場 442－201：38．5� 24．2�
11 ヴェイルオブクララ 牝3栗 54

52 △藤懸 貴志吉田 照哉氏 平田 修 千歳 社台ファーム 422－ 21：38．71� 123．3�
24 ナムラグレイス 牝3鹿 54 丸山 元気奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 伊藤 和明 390± 01：41．2大差 309．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，927，700円 複勝： 32，140，900円 枠連： 9，685，500円
馬連： 31，575，100円 馬単： 23，076，800円 ワイド： 17，532，100円
3連複： 47，366，500円 3連単： 78，654，300円 計： 257，958，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 180円 � 380円 枠 連（6－7） 740円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 350円 �� 980円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 4，250円 3 連 単 ��� 16，370円

票 数

単勝票数 計 179277 的中 � 39719（1番人気）
複勝票数 計 321409 的中 � 64262（1番人気）� 50817（3番人気）� 17140（7番人気）
枠連票数 計 96855 的中 （6－7） 9693（2番人気）
馬連票数 計 315751 的中 �� 30086（2番人気）
馬単票数 計 230768 的中 �� 10453（3番人気）
ワイド票数 計 175321 的中 �� 14072（2番人気）�� 4208（12番人気）�� 3106（17番人気）
3連複票数 計 473665 的中 ��� 8240（14番人気）
3連単票数 計 786543 的中 ��� 3547（45番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．7―12．7―12．7―12．3―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―35．4―48．1―1：00．8―1：13．1―1：24．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．7―3F36．0

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

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

勝馬の
紹 介

ランドオザリール �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Caerleon デビュー 2013．11．30 阪神7着

2011．2．3生 牡3鹿 母 アイリッシュカーリ 母母 Enthraller 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナムラグレイス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26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10頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）10頭 ヴェルサイユパーク号・エントラール号・コスモメリー号・シゲルウゴ号・ダイワジャスト号・ダルムシュタット号・

ボンジュールショウ号・マイネネフリティス号・マイネプレセア号・レディゴールド号

02018 1月19日 晴 良 （26中京1）第2日 第6競走 ��2，000�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
1：59．6
1：56．1

良
良

12 ケルヴィンサイド 牡3鹿 56 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 518 ―2：05．9 4．0�

24 ウイングオブハーツ 牡3黒鹿56 吉田 隼人有限会社シルク伊藤 圭三 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476 ― 〃 ハナ 6．2�

35 マテンロウボス 牡3黒鹿56 松田 大作寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 上村 清志 464 ―2：06．11� 6．7�
11 マンオブグァテマラ 牡3芦 56 丸山 元気吉田 千津氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 486 ―2：06．2� 5．8�
48 ララエクレリゼ 牝3黒鹿54 荻野 琢真フジイ興産� 今野 貞一 日高 下河辺牧場 462 ―2：06．3� 17．3�
713 ファイナルダンサー 牡3鹿 56

54 △藤懸 貴志桂土地� 五十嵐忠男 日高 小西 章 436 ―2：06．51� 63．2	
36 ドゥベルテックス 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣加藤 誠氏 中竹 和也 日高 合資会社カ

ネツ牧場 472 ―2：06．6クビ 39．9

816 ドルチェレガート 牡3栗 56 黛 弘人岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 470 ―2：06．81� 86．9�
612 ジャンパップ 牝3栗 54

51 ▲伴 啓太 �三石川上牧場 伊藤 伸一 新ひだか 三石川上牧場 446 ―2：06．9� 138．6
47 スリールドランジュ 牝3栗 54 藤岡 佑介吉田 勝己氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 474 ―2：07．53� 5．6�
510 ローレルルーチェ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �ローレルレーシング 和田正一郎 新冠 協和牧場 468 ― 〃 ハナ 62．4�
59 エスケイオスカー 牡3鹿 56 太宰 啓介廣嶋 誠二氏 本田 優 新ひだか 服部 牧場 494 ―2：07．71 91．7�
715 ファイナルカヨ 牝3栗 54 丸田 恭介泉 一郎氏 和田 雄二 日高 戸川牧場 444 ―2：07．91� 43．8�
714 ゾ ネ ブ ル ム 牡3鹿 56 勝浦 正樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾関 知人 新ひだか 西村 和夫 488 ―2：08．75 26．8�
23 ダンツゴールド 牡3鹿 56

55 ☆菱田 裕二山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 岡田スタツド 484 ―2：09．65 71．2�
818 シャイニンシーザー 牡3栗 56 川須 栄彦市川 義美氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 416 ― 〃 アタマ 24．1�
611 シ ュ メ リ ア 牝3黒鹿54 村田 一誠山本 英俊氏 中川 公成 千歳 社台ファーム B498 ―2：09．91� 11．4�
817 スプリングギリア 牡3栗 56

54 △杉原 誠人加藤 春夫氏 柄崎 孝 様似 堀 弘康 504 ―2：13．6大差 284．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 15，309，400円 複勝： 21，079，900円 枠連： 9，770，800円
馬連： 23，459，800円 馬単： 15，500，600円 ワイド： 12，386，100円
3連複： 35，186，600円 3連単： 52，706，000円 計： 185，399，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 210円 � 200円 枠 連（1－2） 770円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 510円 �� 600円 �� 840円

3 連 複 ��� 3，010円 3 連 単 ��� 12，160円

票 数

単勝票数 計 153094 的中 � 30215（1番人気）
複勝票数 計 210799 的中 � 37255（1番人気）� 25034（4番人気）� 27187（3番人気）
枠連票数 計 97708 的中 （1－2） 9451（2番人気）
馬連票数 計 234598 的中 �� 12355（3番人気）
馬単票数 計 155006 的中 �� 4982（4番人気）
ワイド票数 計 123861 的中 �� 6154（3番人気）�� 5158（4番人気）�� 3510（9番人気）
3連複票数 計 351866 的中 ��� 8628（6番人気）
3連単票数 計 527060 的中 ��� 3201（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．4―38．9―51．9―1：05．0―1：17．5―1：30．3―1：42．2―1：54．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F35．6
1
3

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

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

ケルヴィンサイド �
�
父 コ マ ン ズ �

�
母父 Kingmambo 初出走

2011．1．29生 牡3鹿 母 オータムメロディー 母母 Dance of Leaves 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スプリングギリア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年2月19日まで平地

競走に出走できない。



02019 1月19日 晴 良 （26中京1）第2日 第7競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時10分 （ダート・左）

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

23 ショウナンバーキン 牝4青 54 松山 弘平国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 静内フアーム 460＋ 21：54．9 1．8�
815� レディメイアン 牝5鹿 55

52 ▲伴 啓太髙樽さゆり氏 本田 優 浦河 宮内牧場 460－ 41：55．0� 30．1�
48 ヴァレンティーア 牝4栗 54 藤岡 康太佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 446± 01：55．32 4．9�
816 グレートエンジェル 牝4鹿 54 �島 良太田畑 利彦氏 梅田 康雄 浦河 村下 清志 488－ 61：56．36 14．2�
612 アドマイヤエレノア 牝6鹿 55 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 436± 01：56．4クビ 61．9�
713� ヤ マ ガ ー ル 牝4栗 54

51 ▲森 一馬西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 元茂牧場 508－15 〃 アタマ 64．6�
714 キープザサミット 牝4黒鹿 54

52 △杉原 誠人	G1レーシング 戸田 博文 池田（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 448－ 41：56．61� 11．3


47 テイエムナデシコ 牝4黒鹿54 太宰 啓介竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 484－ 41：56．7� 162．8�
24 ポ ロ タ ン 牝4鹿 54 丸田 恭介小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 436－ 41：56．8� 12．0�
36 � オ フ シ ョ ア 牝5鹿 55 村田 一誠 	グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム B450－101：56．9� 32．2
12 � ネオアレクサンドラ 牝5鹿 55

53 △藤懸 貴志小林 仁幸氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：57．0� 9．5�
611 ア レ キ パ 牝4栗 54 黛 弘人吉田 照哉氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 454－ 21：57．42� 236．3�
510 パルトゥーラ 牝4栗 54 吉田 隼人加藤 誠氏 田中 剛 洞	湖 メジロ牧場 B430－ 61：58．03� 109．2�
59 � ニットウミューズ 牝6鹿 55 嘉藤 貴行藤井 謙氏 大和田 成 浦河 日東牧場 500－101：58．53 130．6�
35 ナーゴナーゴサユリ 牝5鹿 55

52 ▲長岡 禎仁石川美代子氏 清水 出美 新ひだか 原 フアーム 426＋ 41：58．82 454．9�
11 ネオザスティング 牝6栗 55 中舘 英二小林 仁幸氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 448＋ 81：59．97 219．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，528，500円 複勝： 26，955，800円 枠連： 9，169，600円
馬連： 28，156，700円 馬単： 20，673，700円 ワイド： 15，537，100円
3連複： 41，763，900円 3連単： 76，287，700円 計： 237，073，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 370円 � 160円 枠 連（2－8） 570円

馬 連 �� 2，370円 馬 単 �� 3，180円

ワ イ ド �� 730円 �� 210円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 2，970円 3 連 単 ��� 17，490円

票 数

単勝票数 計 185285 的中 � 85484（1番人気）
複勝票数 計 269558 的中 � 89292（1番人気）� 11909（7番人気）� 43543（2番人気）
枠連票数 計 91696 的中 （2－8） 12003（2番人気）
馬連票数 計 281567 的中 �� 8778（9番人気）
馬単票数 計 206737 的中 �� 4802（11番人気）
ワイド票数 計 155371 的中 �� 4699（9番人気）�� 23648（1番人気）�� 2332（19番人気）
3連複票数 計 417639 的中 ��� 10401（10番人気）
3連単票数 計 762877 的中 ��� 3220（49番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―13．2―13．0―12．8―13．2―13．2―12．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―37．0―50．0―1：02．8―1：16．0―1：29．2―1：42．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F38．9
1
3
7－14，15，13（2，11）3（5，9）（4，16）－1，8－（12，10）－6
7，14，15（13，2，11）9，3－（4，10）5（16，12）8－1－6

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

勝馬の
紹 介

ショウナンバーキン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2013．1．13 京都2着

2010．1．21生 牝4青 母 ショウナンマライア 母母 ショウナンアイドル 14戦2勝 賞金 26，820，000円
〔騎手変更〕 ポロタン号の騎手岩崎翼は，病気のため丸田恭介に変更。

02020 1月19日 晴 良 （26中京1）第2日 第8競走 1，400�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
1：21．9
1：21．5

良
不良

510 ベルラピエル 牡5黒鹿57 藤岡 康太 �社台レースホース中尾 秀正 新ひだか 追分ファーム 486－ 21：26．2 5．7�
47 � キクノセントロ 牡4栗 56 松田 大作菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 466－ 2 〃 ハナ 12．1�
12 � ビットアレグロ 牡5栗 57 柴山 雄一礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム B482＋ 4 〃 ハナ 8．1�
612 ヒ シ ョ ウ �6栗 57 大庭 和弥岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新ひだか 岡田スタツド 464＋ 4 〃 アタマ 3．3�
36 � シゲルアボカド 牡5鹿 57 吉田 隼人森中 蕃氏 佐藤 吉勝 新冠 土井牧場 494－ 81：27．15 7．0�
35 トーコーグリーン 牡4黒鹿56 藤岡 佑介森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 492－ 21：27．31� 6．4	
23 メイショウエイキ 牡4栗 56 熊沢 重文松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 鎌田 正嗣 B432± 01：27．51 67．9

59 ローズミラクル 牡4青鹿56 高倉 稜 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 512－181：27．6クビ 17．5�
714 キョウエイショウリ 牡6黒鹿57 伊藤 工真田中 晴夫氏 中川 公成 浦河 山口 義彦 B476＋ 4 〃 ハナ 106．6�
815 グレイトエンブレム 牡4栗 56 岡田 祥嗣小川 勲氏 作田 誠二 浦河 信成牧場 438－ 4 〃 ハナ 97．0
816 リュウツバメ 牝4鹿 54 勝浦 正樹田中ふさ枝氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 524＋ 6 〃 アタマ 17．6�
24 � ラブトゥオール 牡5黒鹿 57

54 ▲伴 啓太安原 浩司氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 482＋ 6 〃 アタマ 12．2�
611� チュウワダンサー 牝5芦 55 西村 太一中西 忍氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 450－ 21：27．81� 314．6�
11 サ ワ キ ッ ク 牝5鹿 55 西田雄一郎井上 久光氏 柴田 政人 新ひだか 岡田牧場 520＋ 81：27．9� 133．4�
48 マックスストレイン 牡7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 472＋ 81：28．21� 40．3�
713� エスケイタイガー 牡5黒鹿57 丸田 恭介中島 稔氏 加藤 敬二 日高 日西牧場 452＋ 41：29．37 207．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，682，300円 複勝： 27，642，200円 枠連： 9，997，900円
馬連： 29，935，500円 馬単： 21，310，800円 ワイド： 16，414，400円
3連複： 44，769，900円 3連単： 78，243，600円 計： 245，996，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 210円 � 530円 � 280円 枠 連（4－5） 3，690円

馬 連 �� 5，770円 馬 単 �� 11，000円

ワ イ ド �� 1，740円 �� 560円 �� 1，880円

3 連 複 ��� 12，390円 3 連 単 ��� 55，630円

票 数

単勝票数 計 176823 的中 � 24864（2番人気）
複勝票数 計 276422 的中 � 41054（2番人気）� 11703（8番人気）� 26676（5番人気）
枠連票数 計 99979 的中 （4－5） 2004（13番人気）
馬連票数 計 299355 的中 �� 3831（21番人気）
馬単票数 計 213108 的中 �� 1430（37番人気）
ワイド票数 計 164144 的中 �� 2248（19番人気）�� 7814（5番人気）�� 2071（21番人気）
3連複票数 計 447699 的中 ��� 2667（39番人気）
3連単票数 計 782436 的中 ��� 1038（169番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．5―47．9―1：00．8―1：13．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベルラピエル �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．1．28 京都6着

2009．3．25生 牡5黒鹿 母 ベルディマンシェ 母母 ベルフォンテーヌ 16戦2勝 賞金 21，900，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 オーネットサクセス号



02021 1月19日 晴 良 （26中京1）第2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

68 メイショウソラーレ 牡4鹿 56
54 △藤懸 貴志松本 好雄氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 490＋ 61：54．7 8．6�

45 レッドジャクソン 牡5鹿 57 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 浦河 信岡牧場 556＋ 81：55．02 2．9�
710 ナムライットウセイ 牡4黒鹿56 松田 大作奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 482＋14 〃 ハナ 6．4�
812 ゴ ダ ー ル 牡4黒鹿56 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 486－ 41：55．1� 3．5�
813 スリープレシャス 牡6青 57 丸山 元気永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B472－ 41：55．52� 11．2�
57 クオリティタイム �8鹿 57 太宰 啓介名古屋友豊� 小野 幸治 安平 ノーザンファーム 446＋161：55．82 42．9	
44 � ワンダーストラ 牡7栗 57 高倉 稜山本 信行氏 梅内 忍 浦河 林 孝輝 522＋121：56．22� 48．7

11 � イーグルカッター 牡4黒鹿56 中舘 英二杉山 美惠氏 飯田 雄三 新ひだか 中村 和夫 482－ 11：56．73 26．9�
69 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 506＋ 61：56．8� 107．5�
33 アーセナルゴール 牡6鹿 57 川須 栄彦渡邊 隆氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 496＋ 81：57．11� 32．7
22 ステージジャンプ 牡4鹿 56 荻野 琢真小林 英一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B508＋ 21：57．2� 10．3�
711 シゲルリンゴ 牝5栗 55 松山 弘平森中 蕃氏 田中 章博 新ひだか 前田 宗将 460＋161：59．0大差 141．6�
56 ネオザイオン 牡6鹿 57 藤岡 康太小林 仁幸氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 462± 01：59．1� 24．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 17，330，900円 複勝： 29，043，100円 枠連： 11，078，900円
馬連： 36，611，800円 馬単： 25，812，400円 ワイド： 18，114，500円
3連複： 52，845，800円 3連単： 98，608，700円 計： 289，446，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 200円 � 130円 � 200円 枠 連（4－6） 1，100円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 3，210円

ワ イ ド �� 480円 �� 790円 �� 410円

3 連 複 ��� 2，790円 3 連 単 ��� 20，450円

票 数

単勝票数 計 173309 的中 � 16014（4番人気）
複勝票数 計 290431 的中 � 33315（4番人気）� 75991（1番人気）� 34448（3番人気）
枠連票数 計 110789 的中 （4－6） 7450（4番人気）
馬連票数 計 366118 的中 �� 22057（3番人気）
馬単票数 計 258124 的中 �� 5939（14番人気）
ワイド票数 計 181145 的中 �� 9439（3番人気）�� 5357（10番人気）�� 11605（2番人気）
3連複票数 計 528458 的中 ��� 14025（5番人気）
3連単票数 計 986087 的中 ��� 3560（56番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―13．2―12．7―13．0―12．8―12．8―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―37．7―50．4―1：03．4―1：16．2―1：29．0―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウソラーレ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2013．1．27 京都9着

2010．4．23生 牡4鹿 母 メイショウシスタス 母母 ブラッシングロマン 18戦1勝 賞金 18，660，000円

02022 1月19日 晴 良 （26中京1）第2日 第10競走 ��2，000�
あ つ た

熱 田 特 別
発走14時50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 504，000円 144，000円 72，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．6
1：56．1

良
良

23 ラスカルスピード 牡4鹿 56 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 460－ 62：01．2 19．2�
12 タイセイドリーム 牡4鹿 56 松山 弘平田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 534＋ 22：01．41� 1．7�
59 � メイショウリョウマ 牡6黒鹿57 菱田 裕二松本 好雄氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522＋ 82：01．5クビ 61．1�
510 モ ビ ー ル 牡6鹿 57 吉田 隼人吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 466－ 2 〃 クビ 6．5�
24 ジェイケイネオ 牡4青鹿56 丸田 恭介小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 488＋ 22：01．6� 27．6�
816 グランスエルテ 牡4栗 56 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 長浜 博之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋ 82：01．7クビ 36．8	
48 コアレスドラゴン 牡4鹿 56 太宰 啓介小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 B506＋182：01．8� 222．7

611 コーラルタワー 牡4黒鹿56 丹内 祐次田和 廣通氏 矢野 照正 新ひだか 鳥谷 勝彦 452＋ 4 〃 クビ 9．9�
35 スマッシュスマイル 	6栃栗57 藤岡 佑介 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 484－222：01．9� 36．0�
714 ジェラテリアバール 牝4黒鹿54 丸山 元気吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 490＋142：02．21� 11．1
36 レッドストラーダ 牡6鹿 57 黛 弘人 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 496＋ 42：02．3クビ 70．7�
11 グレートヴァリュー 牡6黒鹿57 松田 大作小林竜太郎氏 北出 成人 浦河 谷口牧場 B456± 02：02．62 62．1�
817 シンボリパソドブレ 牡4鹿 56 荻野 琢真シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 498－ 4 〃 アタマ 206．2�
612 フェアープライド 牡6黒鹿57 川須 栄彦�下河辺牧場 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 496± 02：03．02� 12．6�
47 ビリーヴマイン 牡6鹿 57 西村 太一コウトミックレーシング 伊藤 大士 新冠 大栄牧場 468＋ 82：03．95 343．9�
815� チ ヘ イ セ ン 牡6鹿 57 西田雄一郎 �高木競走馬育成牧場 尾形 和幸 新ひだか 野坂牧場 424＋ 42：04．11
 304．4�
713 カシノスターライト 牝7鹿 55 水口 優也柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中村農場 508－ 22：05．37 72．4�

（17頭）

売 得 金
単勝： 35，690，000円 複勝： 65，781，700円 枠連： 16，724，400円
馬連： 51，895，200円 馬単： 41，722，600円 ワイド： 27，150，900円
3連複： 78，042，000円 3連単： 159，718，800円 計： 476，725，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，920円 複 勝 � 420円 � 110円 � 680円 枠 連（1－2） 790円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 4，250円

ワ イ ド �� 580円 �� 6，240円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 14，650円 3 連 単 ��� 95，140円

票 数

単勝票数 計 356900 的中 � 14718（6番人気）
複勝票数 計 657817 的中 � 21184（7番人気）� 379594（1番人気）� 11817（10番人気）
枠連票数 計 167244 的中 （1－2） 15755（4番人気）
馬連票数 計 518952 的中 �� 26906（5番人気）
馬単票数 計 417226 的中 �� 7256（13番人気）
ワイド票数 計 271509 的中 �� 12308（5番人気）�� 1009（53番人気）�� 5679（13番人気）
3連複票数 計 780420 的中 ��� 3933（47番人気）
3連単票数 計1597188 的中 ��� 1239（246番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―12．0―12．7―12．2―12．6―12．1―11．9―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．6―35．6―48．3―1：00．5―1：13．1―1：25．2―1：37．1―1：48．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F36．0
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ラスカルスピード �
�
父 ラスカルスズカ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．2．10 京都4着

2010．5．13生 牡4鹿 母 スズカローラン 母母 ローマンスズカⅡ 8戦2勝 賞金 16，304，000円



02023 1月19日 晴 良 （26中京1）第2日 第11競走 ��1，200�
ながしの

長篠ステークス
発走15時25分 （芝・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 15，900，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，590，000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

816 ワキノブレイブ 牡4青鹿56 吉田 隼人脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 484± 01：08．8 11．3�
510 アルマリンピア 牝6鹿 55 丸田 恭介飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 474± 0 〃 クビ 7．4�
611 ロ ン ド 牝6青鹿55 藤岡 康太水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 472－ 2 〃 アタマ 8．7�
818� ルチャドルアスール �5黒鹿57 平野 優青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 516± 01：09．01� 30．6�
47 ルミナスウイング 牡4鹿 56 川須 栄彦 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 486＋ 61：09．1クビ 7．7�
714 ヤマニングルノイユ 牝7鹿 55 伊藤 工真土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 502－ 4 〃 ハナ 109．1	
35 ニシノビークイック 牡5栗 57 丹内 祐次西山 茂行氏 河内 洋 新ひだか 本桐牧場 490＋ 41：09．2	 5．5

612� ミッドナイトクロス 牡7青鹿57 丸山 元気 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 506－ 61：09．3クビ 4．4�
817 ブラーニーストーン �7芦 57 藤岡 佑介吉田 和子氏 宮 徹 新ひだか 片山牧場 472 〃 アタマ 43．0�
12 ダイメイザクラ 牝7鹿 55 嘉藤 貴行宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 新ひだか 中田 浩美 446－ 8 〃 クビ 55．3
24 サニーヘイロー 牝6栗 55 杉原 誠人宮﨑 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム 468－ 21：09．4	 70．8�
715 アンバルブライベン 牝5鹿 55 田中 健伊藤 信之氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム 454± 0 〃 ハナ 6．9�
713 メジロツボネ 牝6芦 55 黛 弘人岩﨑 伸道氏 高木 登 洞
湖 メジロ牧場 450± 01：09．5クビ 60．5�
59 メイショウハガクレ 牡5鹿 57 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 474± 01：09．6	 78．8�
48 カゼノグッドボーイ 牡8栗 57 村田 一誠深井 孟氏 中野 栄治 早来 吉田 浩三 462＋10 〃 アタマ 187．1�
11 � エイシンラトゥナ 牝4黒鹿54 勝浦 正樹平井 克彦氏 松元 茂樹 米 R. S. Evans 502－ 41：09．7クビ 37．9�
36 ショウナンマハ 牝6黒鹿55 荻野 琢真�湘南 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム 462＋ 21：10．02 18．9�
23 ラディアーレ 牡6鹿 57 藤懸 貴志吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 468＋ 81：10．42� 37．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 34，744，400円 複勝： 54，505，900円 枠連： 39，804，300円
馬連： 143，740，200円 馬単： 73，603，800円 ワイド： 52，050，000円
3連複： 205，677，900円 3連単： 342，506，100円 計： 946，632，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 330円 � 250円 � 300円 枠 連（5－8） 2，440円

馬 連 �� 3，440円 馬 単 �� 7，460円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 1，610円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 11，490円 3 連 単 ��� 71，090円

票 数

単勝票数 計 347444 的中 � 24442（7番人気）
複勝票数 計 545059 的中 � 42621（7番人気）� 63175（3番人気）� 48253（5番人気）
枠連票数 計 398043 的中 （5－8） 12075（13番人気）
馬連票数 計1437402 的中 �� 30845（17番人気）
馬単票数 計 736038 的中 �� 7284（36番人気）
ワイド票数 計 520500 的中 �� 11389（13番人気）�� 7887（22番人気）�� 10245（16番人気）
3連複票数 計2056779 的中 ��� 13217（39番人気）
3連単票数 計3425061 的中 ��� 3556（232番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．5―11．5―11．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．8―45．3―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワキノブレイブ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．8．19 新潟2着

2010．5．3生 牡4青鹿 母 ザ フ ェ イ ツ 母母 ミスシャグラ 20戦4勝 賞金 77，384，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）11頭 アグネスウイッシュ号・エスカーダ号・コスモアクセス号・シゲルアセロラ号・ダノンウィスラー号・

テイエムタイホー号・トーホウアマポーラ号・フレデフォート号・ポアゾンブラック号・マコトナワラタナ号・
ヤマニンプチガトー号

02024 1月19日 晴 良 （26中京1）第2日 第12競走 ��1，400�
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，25．1．12以降26．1．13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 12，900，000円 5，200，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，290，000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
1：20．0
1：19．0

良
良

24 ダンツカナリー 牝4青鹿52 中舘 英二山元 哲二氏 本田 優 様似 富田 恭司 476－ 21：21．4 6．5�
715 エーシンマイェスタ 牡4黒鹿54 高倉 稜�栄進堂 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 522＋181：21．5� 13．0�
48 ヒシガーネット 牝4青鹿53 川島 信二阿部 雅英氏 佐々木晶三 新冠 カミイスタット 458－ 21：21．82 9．6�
47 マイティースコール 牡6栗 54 �島 良太小川 勲氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 81：21．9クビ 140．5�
23 ナオミノユメ 牝5鹿 52 藤岡 佑介塩澤 正樹氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 436－ 21：22．0� 7．1�
12 メ ロ ー ト 牡6黒鹿53 太宰 啓介小林 茂行氏 湯窪 幸雄 新ひだか 田中 裕之 470＋12 〃 ハナ 55．7	
36 フジマサエンペラー 牡5黒鹿58 吉田 隼人藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム B500＋ 4 〃 クビ 4．2

612 ダイワスペシャル �6栗 55 丸田 恭介大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 服部 牧場 492－ 61：22．1� 29．3�
11 � レディオスソープ 牝6栗 52 勝浦 正樹大島 昌也氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 484＋ 41：22．2� 22．1�
714 サトノジョリー 牝5青鹿55 松山 弘平里見 治氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 450－ 2 〃 ハナ 15．4
510 デュリュクス 牝7鹿 50 西村 太一井村誉志雄氏 清水 英克 浦河 赤田牧場 446＋ 81：22．3� 382．1�
817 テイエムコウノトリ 牝5黒鹿53 丸山 元気竹園 正繼氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 452－ 41：22．4クビ 28．8�
713 アールデュラン �5鹿 55 伊藤 工真星野 紀子氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 484＋ 2 〃 ハナ 5．3�
611 ゴールドベル 牡5黒鹿55 菱田 裕二松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 482＋ 6 〃 ハナ 8．9�
59 	 アグネスティンクル 牡7栗 53 杉原 誠人渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Swetten-

ham Stud 486± 0 〃 ハナ 327．9�
35 トーセンマルス 牡6鹿 53 黛 弘人島川 �哉氏 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム 440－ 41：22．61
 108．9�
816 キネオリュウセイ 牡4黒鹿54 藤岡 康太吉田 千津氏 清水 久詞 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 476＋ 81：22．81
 61．6�
818� ハイマウンテン 牝4鹿 52 川須 栄彦北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 豊郷牧場 442＋ 4 〃 クビ 95．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 36，067，500円 複勝： 54，424，800円 枠連： 27，523，900円
馬連： 96，694，200円 馬単： 49，942，100円 ワイド： 42，478，900円
3連複： 134，497，700円 3連単： 218，751，600円 計： 660，380，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 270円 � 530円 � 320円 枠 連（2－7） 700円

馬 連 �� 4，280円 馬 単 �� 9，050円

ワ イ ド �� 1，840円 �� 910円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 12，900円 3 連 単 ��� 77，960円

票 数

単勝票数 計 360675 的中 � 44029（3番人気）
複勝票数 計 544248 的中 � 59592（3番人気）� 24758（8番人気）� 45486（5番人気）
枠連票数 計 275239 的中 （2－7） 29370（2番人気）
馬連票数 計 966942 的中 �� 16709（16番人気）
馬単票数 計 499421 的中 �� 4073（38番人気）
ワイド票数 計 424789 的中 �� 5629（22番人気）�� 11902（7番人気）�� 5367（23番人気）
3連複票数 計1344977 的中 ��� 7696（42番人気）
3連単票数 計2187516 的中 ��� 2071（240番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．2―11．9―11．6―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―34．7―46．6―58．2―1：09．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンツカナリー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Caerleon デビュー 2012．6．17 阪神2着

2010．4．20生 牝4青鹿 母 レディストロベリー 母母 Juniper Berry 11戦3勝 賞金 40，236，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔騎手変更〕 ヒシガーネット号の騎手岩崎翼は，病気のため川島信二に変更。
〔発走状況〕 ナオミノユメ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ハイマウンテン号の騎手川須栄彦は，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：17番・11番・12番・13

番）
サトノジョリー号の騎手松山弘平は，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：17番・11番・12番・13
番）

〔馬の出走停止・調教再審査〕 ナオミノユメ号は，平成26年1月20日から平成26年2月9日まで出走停止。停止期間の満了後に
発走調教再審査。

３レース目



（26中京1）第2日 1月19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 194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

175，990，000円
5，740，000円
1，870，000円
15，810，000円
64，553，000円
5，832，800円
1，862，400円

勝馬投票券売得金
253，759，500円
424，892，100円
163，431，400円
534，487，200円
342，628，500円
255，376，000円
788，352，800円
1，357，947，000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 4，120，874，500円

総入場人員 13，262名 （有料入場人員 12，285名）
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