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02013 1月18日 晴 稍重 （27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

612 カシノトラダマシイ 牡3黒鹿 56
53 ▲伴 啓太柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 柏木 一則 454－ 61：14．8 100．1�

36 タ ピ エ ス 牡3鹿 56 杉原 誠人細川祐季子氏 浅見 秀一 新ひだか 萩澤 俊雄 472＋ 81：14．9� 10．1�
47 ス ク ワ ー ル 牡3青 56 藤岡 康太 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 456＋ 41：15．0� 1．8�
815 ショウナンマキシム 牝3鹿 54 勝浦 正樹国本 哲秀氏 北出 成人 新ひだか 西村 和夫 412＋ 41：15．32 5．8�
59 ロードワイルド 牡3鹿 56 松田 大作 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 426－ 4 〃 ハナ 16．2�
611 ブラックブリーズ 牡3青鹿56 丸山 元気臼倉 勲氏 斎藤 誠 新冠 石郷岡 雅樹 470＋ 61：15．51� 7．5	
816 サーティグランド 牡3鹿 56

53 ▲義 英真山上 和良氏 西橋 豊治 新ひだか 山本 昇寿 492＋101：15．6クビ 49．4

48 シゲルオハシリサン 牡3鹿 56 川島 信二森中 蕃氏 飯田 祐史 新ひだか 三石川上牧場 452＋ 41：16．23� 159．3�
12 トゥルースナイト 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 初也�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 470＋101：16．73 200．7
11 サンブラジリア 牡3栗 56 水口 優也加藤 信之氏 田所 秀孝 日高 有限会社

ケイズ 462＋161：16．91� 165．0�
24 オーミエルサ 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 新冠 松木 加代 408－ 81：17．21� 98．2�
510 サイクルヒッター 牡3栗 56 国分 恭介西村新一郎氏 梅内 忍 日高 日西牧場 418＋ 4 〃 アタマ 250．0�
35 コスモワカツキ 牡3鹿 56 柴田 未崎 �ビッグレッドファーム 菊沢 隆徳 浦河 浦河小林牧場 472＋121：17．3� 16．7�
23 パープルファイト 牡3黒鹿56 松山 弘平中野 銀十氏 鈴木 孝志 日高 鹿戸 正幸 448－ 81：17．4クビ 33．9�
714 ロープアドープ 牡3青鹿56 吉田 隼人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 浦河 日進牧場 484＋161：17．5� 15．6�
713 クリノコクシムソウ 牡3芦 56

55 ☆中井 裕二栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 中前牧場 490＋ 21：17．92� 50．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 13，723，600円 複勝： 22，202，100円 枠連： 8，872，600円
馬連： 27，718，300円 馬単： 18，667，200円 ワイド： 15，723，500円
3連複： 37，141，800円 3連単： 59，593，700円 計： 203，642，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 10，010円 複 勝 � 1，400円 � 220円 � 110円 枠 連（3－6） 1，950円

馬 連 �� 37，160円 馬 単 �� 111，110円

ワ イ ド �� 8，800円 �� 2，830円 �� 350円

3 連 複 ��� 17，730円 3 連 単 ��� 345，640円

票 数

単勝票数 計 137236 的中 � 1096（12番人気）
複勝票数 計 222021 的中 � 2003（12番人気）� 18532（4番人気）� 102109（1番人気）
枠連票数 計 88726 的中 （3－6） 3523（7番人気）
馬連票数 計 277183 的中 �� 578（51番人気）
馬単票数 計 186672 的中 �� 126（118番人気）
ワイド票数 計 157235 的中 �� 421（56番人気）�� 1334（29番人気）�� 13184（3番人気）
3連複票数 計 371418 的中 ��� 1571（48番人気）
3連単票数 計 595937 的中 ��� 125（605番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．5―13．0―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．4―36．9―49．9―1：02．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カシノトラダマシイ �
�
父 マイネルセレクト �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2014．8．2 小倉16着

2012．4．30生 牡3黒鹿 母 コスモユウコリン 母母 ユウコウターナ 9戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 ロープアドープ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ロープアドープ号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 エルフベレーザ号・サウスリバティー号・サンローガン号・セイブアス号
（非抽選馬） 1頭 カラトラバ号

02014 1月18日 晴 稍重 （27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
1：48．9
1：47．8

重
重

59 ウイングアクティブ 牡3鹿 56
54 △松若 風馬池田 實氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 468＋ 41：58．4 6．6�

36 モズレッドファーム 牡3栗 56
54 △岩崎 翼北側 雅司氏 南井 克巳 浦河 有限会社

松田牧場 470＋ 41：58．72 5．8�
11 エイシンナセル 牡3鹿 56

54 △小崎 綾也�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 478－ 41：58．8クビ 3．2�
713 パッショナート 牝3芦 54

51 ▲義 英真�下河辺牧場 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 468－ 21：58．9� 4．2�
510 ジ ー ニ ア ル 牝3鹿 54 平野 優水上 行雄氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 B456－ 81：59．0� 83．9	
714 ファミリーパーク 牝3鹿 54 伊藤 工真難波 経雄氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 454－101：59．85 19．8

611 ツジスーパーハヤテ 牡3鹿 56 藤懸 貴志辻 俊夫氏 田中 章博 新冠 石田牧場 464－ 42：00．0� 107．9�
816 ヴェンティミリア 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 478＋ 22：00．21� 109．5�
12 オープンマーケット 牡3黒鹿 56

53 ▲原田 和真島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 480－ 2 〃 クビ 84．6
35 トーセンアスリート 牡3鹿 56 西村 太一島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 470＋ 42：00．3� 7．4�
612 コスモアルゴル 牡3鹿 56 花田 大昂 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 浦河 佐々木 恵一 468± 02：00．83 46．1�
815 マイネルラヴィーン 牡3栗 56

53 ▲木幡 初也 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 450± 02：00．9� 16．0�

23 デルマフウライマツ 牡3鹿 56
53 ▲伴 啓太浅沼 廣幸氏 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 522－ 42：01．75 46．4�

24 マイネルカサドール 牡3栗 56
55 ☆中井 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 新ひだか 橋本牧場 426－122：02．33� 37．4�
47 マイネルエリジウム 牡3黒鹿56 水口 優也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新ひだか 出羽牧場 B470± 02：03．04 42．6�
48 ベリサリウス 牡3青鹿56 嶋田 純次髙橋 益秀氏 水野 貴広 新ひだか 下屋敷牧場 500± 0 〃 クビ 217．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，989，200円 複勝： 17，767，000円 枠連： 10，606，000円
馬連： 27，601，500円 馬単： 15，480，400円 ワイド： 15，858，700円
3連複： 36，338，500円 3連単： 51，162，600円 計： 189，803，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 200円 � 160円 � 150円 枠 連（3－5） 760円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 3，280円

ワ イ ド �� 510円 �� 490円 �� 490円

3 連 複 ��� 2，070円 3 連 単 ��� 15，110円

票 数

単勝票数 計 149892 的中 � 17936（4番人気）
複勝票数 計 177670 的中 � 19673（5番人気）� 28046（3番人気）� 35337（1番人気）
枠連票数 計 106060 的中 （3－5） 10801（4番人気）
馬連票数 計 276015 的中 �� 12726（7番人気）
馬単票数 計 154804 的中 �� 3530（12番人気）
ワイド票数 計 158587 的中 �� 7885（6番人気）�� 8340（3番人気）�� 8289（4番人気）
3連複票数 計 363385 的中 ��� 13135（4番人気）
3連単票数 計 511626 的中 ��� 2454（42番人気）

ハロンタイム 13．0―12．0―13．8―13．7―14．1―13．7―13．0―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．0―38．8―52．5―1：06．6―1：20．3―1：33．3―1：45．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウイングアクティブ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2014．10．14 京都6着

2012．3．10生 牡3鹿 母 リボンストライプ 母母 パワフルレデイ 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 エイシンナセル号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
※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 ジョーキーパーソン号
（非抽選馬） 1頭 オトメチャン号

第１回 中京競馬 第２日



02015 1月18日 晴 稍重 （27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 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

11 ヴァイセフラウ 牝4芦 54 松山 弘平�ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 株式会社
ノースヒルズ 472＋ 41：13．8 2．6�

33 サ ン シ カ ゴ 牡4栗 56
54 △岩崎 翼加藤 信之氏 田所 秀孝 日高 加藤ステーブル 486＋ 21：13．9� 6．4�

44 テイクファイア 牡5鹿 57
54 ▲義 英真加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 490－ 8 〃 アタマ 3．8�

22 グレイスフルデイズ �5芦 57 勝浦 正樹 �グリーンファーム西園 正都 千歳 社台ファーム 482－ 21：14．11� 13．0�
67 サーストンデンバー 牡6鹿 57 吉田 隼人齊藤 宣勝氏 天間 昭一 新ひだか 仲野牧場 B532＋ 8 〃 アタマ 6．5�
55 ホッコージョイフル 牡5鹿 57

54 ▲木幡 初也矢部 道晃氏 飯田 祐史 新ひだか 千代田牧場 482－111：14．2� 59．6	
68 � ナリタマクリス 牡6栗 57 藤岡 康太�オースミ 加藤 敬二 千歳 社台ファーム 444＋ 81：14．3� 32．4

56 スクワドロン 牡5芦 57

55 △松若 風馬 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 526＋ 21：14．4� 14．8�
79 � ミ ュ ー ル 牝5栗 55 伊藤 工真国田 正忠氏 奥村 武 新ひだか ヒサイファーム B432＋ 41：14．5� 22．9
811 ポイントパイパー 牡4青鹿56 川島 信二 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 530－ 31：14．6クビ 36．3�
812 スリーチアサウス 牝4鹿 54

51 ▲城戸 義政永井商事� 小野 幸治 新ひだか グランド牧場 466－ 21：14．81� 81．6�
710 サクラオードシエル 牝6青鹿55 丸山 元気�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 新和牧場 486－ 21：15．54 41．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 17，971，200円 複勝： 22，635，500円 枠連： 8，130，700円
馬連： 30，811，900円 馬単： 19，412，600円 ワイド： 17，612，800円
3連複： 40，750，600円 3連単： 67，995，300円 計： 225，320，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 180円 � 140円 枠 連（1－3） 950円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 410円 �� 280円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，460円 3 連 単 ��� 7，590円

票 数

単勝票数 計 179712 的中 � 54654（1番人気）
複勝票数 計 226355 的中 � 54557（1番人気）� 26570（4番人気）� 40692（2番人気）
枠連票数 計 81307 的中 （1－3） 6603（3番人気）
馬連票数 計 308119 的中 �� 23748（3番人気）
馬単票数 計 194126 的中 �� 8381（5番人気）
ワイド票数 計 176128 的中 �� 10749（3番人気）�� 17289（2番人気）�� 8606（5番人気）
3連複票数 計 407506 的中 ��� 20819（2番人気）
3連単票数 計 679953 的中 ��� 6489（12番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．4―12．9―11．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．2―36．6―49．5―1：01．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴァイセフラウ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 タマモクロス デビュー 2013．12．8 阪神6着

2011．5．7生 牝4芦 母 ラ テ ィ ー ル 母母 ソルティーレディー 11戦2勝 賞金 19，450，000円
※出走取消馬 コロナボレアリス号（疾病〔右寛跛行〕のため）
※サクラオードシエル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

02016 1月18日 晴 稍重 （27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

46 ハギノセゾン 牝4青鹿57 北沢 伸也安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 470＋ 23：22．4 4．7�
22 ハヤブサゴッド 牡4鹿 59 草野 太郎武田 修氏 伊藤 圭三 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋ 23：22．5� 10．1�
57 � イフウドウドウ 牡5栗 60 難波 剛健西村新一郎氏 梅内 忍 平取 高橋 啓 480＋ 23：22．6	 55．3�
813 アイティテイオー 牡7栗 60 山本 康志一ノ瀬 恭氏 奥村 武 新冠 川島牧場 476＋ 23：22．91� 6．5�
69 クリノキングムーン 牡4黒鹿59 平沢 健治栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 浦河小林牧場 438± 03：23．0� 28．3�
11 コーリンジャヴロー 牡4鹿 59 上野 翔伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 464－103：24．17 15．8�
34 コスモパトラ 牡4鹿 59 浜野谷憲尚 	ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 浦河 オンワード牧場 448＋ 83：24．52	 25．9

33 シンボリボルドー 牡8鹿 60 金子 光希シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか シンボリ牧場 468＋ 23：25．13	 3．2�
58 � スターファンタジア 牝6黒鹿58 高野 和馬下井 道博氏 石栗 龍彦 浦河 東栄牧場 484－163：28．9大差 124．1�
610 ホ ト ト ヤ エ 牝4黒鹿57 五十嵐雄祐井上 一郎氏 浅野洋一郎 新冠 パカパカ

ファーム 484＋ 63：29．53	 22．8
712 ヤギリヒマワリ 牝4鹿 57 大江原 圭内田ヤエ子氏 高橋 義博 浦河 田中スタッド 470＋143：29．71
 147．7�
45 � スズカアーサー 牡6鹿 60 石神 深一永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 492± 03：30．65 69．9�
814 フェミニンドレス 牝4栗 57 田村 太雅村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 430－ 83：30．92 55．1�
711� トウケイゴールド 牡5鹿 60 黒岩 悠木村 信彦氏 清水 久詞 新ひだか 中村 和夫 506＋ 6 （競走中止） 4．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 11，967，300円 複勝： 13，244，600円 枠連： 8，833，000円
馬連： 24，383，400円 馬単： 15，815，000円 ワイド： 13，211，800円
3連複： 36，946，000円 3連単： 56，299，400円 計： 180，700，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 220円 � 290円 � 1，360円 枠 連（2－4） 2，030円

馬 連 �� 2，090円 馬 単 �� 3，410円

ワ イ ド �� 760円 �� 3，930円 �� 6，190円

3 連 複 ��� 44，260円 3 連 単 ��� 187，230円

票 数

単勝票数 計 119673 的中 � 20308（3番人気）
複勝票数 計 132446 的中 � 18058（4番人気）� 12523（5番人気）� 2064（10番人気）
枠連票数 計 88330 的中 （2－4） 3365（8番人気）
馬連票数 計 243834 的中 �� 9032（9番人気）
馬単票数 計 158150 的中 �� 3472（13番人気）
ワイド票数 計 132118 的中 �� 4717（8番人気）�� 843（34番人気）�� 532（47番人気）
3連複票数 計 369460 的中 ��� 626（97番人気）
3連単票数 計 562994 的中 ��� 218（440番人気）
上り 1マイル 1：45．7 4F 52．0－3F 38．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハギノセゾン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．11．30 阪神1着

2011．4．3生 牝4青鹿 母 ハギノエアロ 母母 サベージレディ 障害：3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 トウケイゴールド号は，1周目4号障害〔ハードル〕飛越の際，急に外側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔調教再審査〕 トウケイゴールド号は，1周目4号障害飛越の際，急に外側に逃避したことについて障害調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 シップウハヤト号



02017 1月18日 晴 良 （27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

35 ダノンシーザー 牡3鹿 56 吉田 隼人�ダノックス 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 474－ 21：37．1 6．4�
47 ジューンロディ 牡3鹿 56 松田 大作吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 高昭牧場 484＋161：37．2� 7．6�
815 アルティマブラッド 牝3青鹿 54

52 △松若 風馬 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 462－ 2 〃 ハナ 7．0�
714 トーセンコスモ 牡3青 56

53 ▲井上 敏樹島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 466± 01：37．52 17．3	

36 テイエムシャンパン 牡3芦 56 藤岡 康太竹園 正繼氏 山内 研二 平取 協栄組合 466± 0 〃 ハナ 17．1

24 ゴーオンハート 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 初也�宮内牧場 天間 昭一 日高 佐々木牧場 460＋ 8 〃 ハナ 52．8�
48 パブリックフレンド 牡3青 56 伊藤 工真西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 478＋ 61：37．71� 60．1�
713 プルメリアスター 牝3鹿 54 川須 栄彦 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 404－ 4 〃 クビ 13．9
611 ディスコルディア 牝3青鹿54 丸山 元気�G1レーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 442＋ 41：37．8クビ 5．1�
612 サウンドドゥイット 牡3鹿 56 松山 弘平増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 三嶋牧場 448－ 2 〃 クビ 9．6�
12 ブライトボイス 牡3栗 56

54 △小崎 綾也宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 498＋ 61：37．9� 8．3�
59 レーヴラヴィッサン 牝3鹿 54 勝浦 正樹佐々木雄二氏 黒岩 陽一 新ひだか 土田農場 440－ 41：38．1� 15．7�
816 ヴァンドデセール 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 梅田牧場 424± 01：38．2� 77．9�
11 � アワードジャック 牡3鹿 56 	島 良太安原 浩司氏 昆 貢 米 Hiroshi

Nakajima 460＋ 2 〃 ハナ 28．6�
23 マイティディーバ 牝3黒鹿 54

51 ▲義 英真古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 404－ 61：38．41� 16．8�
510 コスモセブン 牡3栗 56 柴田 未崎 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 新ひだか 静内坂本牧場 468± 01：41．1大差 93．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，642，800円 複勝： 31，305，900円 枠連： 14，567，300円
馬連： 43，049，000円 馬単： 22，871，200円 ワイド： 25，455，800円
3連複： 58，469，300円 3連単： 78，572，700円 計： 294，934，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 200円 � 290円 � 250円 枠 連（3－4） 1，650円

馬 連 �� 2，630円 馬 単 �� 5，150円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 740円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 6，530円 3 連 単 ��� 35，330円

票 数

単勝票数 計 206428 的中 � 25654（2番人気）
複勝票数 計 313059 的中 � 46451（2番人気）� 25496（6番人気）� 31977（3番人気）
枠連票数 計 145673 的中 （3－4） 6835（7番人気）
馬連票数 計 430490 的中 �� 12638（5番人気）
馬単票数 計 228712 的中 �� 3329（12番人気）
ワイド票数 計 254558 的中 �� 6280（6番人気）�� 9082（1番人気）�� 5285（11番人気）
3連複票数 計 584693 的中 ��� 6710（8番人気）
3連単票数 計 785727 的中 ��� 1612（39番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―24．0―35．8―48．0―1：00．6―1：12．9―1：24．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．1―3F36．5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンシーザー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2014．12．7 中京4着

2012．2．15生 牡3鹿 母 アイアムアドーター 母母 アイアムザウィナー 3戦1勝 賞金 6，600，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 カムヒア号・チェイスザチャンス号

02018 1月18日 晴 良 （27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
1：58．8
1：56．1

良
良

810 カレンスフィーダ 牡3青鹿56 勝浦 正樹鈴木 隆司氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 502 ―2：08．0 4．0�
11 アドマイヤホーク 牡3栗 56 松山 弘平近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 478 ―2：08．1� 8．4�
44 エアルーティーン 牝3栗 54 藤岡 康太 �ラッキーフィールド藤岡 健一 千歳 社台ファーム 518 ―2：08．31� 4．1�
66 カリビアンブルー 牡3栗 56 川須 栄彦金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 492 ―2：08．4クビ 4．0�
78 ア ン ネ イ 牡3栗 56

54 △松若 風馬橋口スイ子氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 494 ― 〃 アタマ 5．9�
55 ヒルノケルン 牡3鹿 56 �島 良太�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 桜井牧場 498 ―2：08．5� 9．1	
33 ケ ン ト オ ー 牡3黒鹿 56

54 △小崎 綾也田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 468 ―2：09．67 19．1

77 コスモバカンス 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也鈴木 芳夫氏 黒岩 陽一 新冠 中本 隆志 430 ―2：09．81� 72．9�
89 グッドウィーク 牡3青鹿56 吉田 隼人山本 茂氏 加藤 敬二 新ひだか 元道牧場 518 ―2：10．33 35．6�
22 プラチナウィンド 牝3芦 54 伊藤 工真松田 整二氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 400 ―2：11．15 41．6

（10頭）

売 得 金
単勝： 14，241，000円 複勝： 17，389，000円 枠連： 6，868，400円
馬連： 24，251，400円 馬単： 16，327，700円 ワイド： 12，308，200円
3連複： 29，020，100円 3連単： 57，864，300円 計： 178，270，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 200円 � 170円 枠 連（1－8） 1，900円

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 3，770円

ワ イ ド �� 730円 �� 270円 �� 580円

3 連 複 ��� 2，570円 3 連 単 ��� 17，740円

票 数

単勝票数 計 142410 的中 � 28173（2番人気）
複勝票数 計 173890 的中 � 34845（2番人気）� 19418（4番人気）� 27141（3番人気）
枠連票数 計 68684 的中 （1－8） 2801（10番人気）
馬連票数 計 242514 的中 �� 8766（12番人気）
馬単票数 計 163277 的中 �� 3248（19番人気）
ワイド票数 計 123082 的中 �� 3949（11番人気）�� 13022（1番人気）�� 5104（8番人気）
3連複票数 計 290201 的中 ��� 8453（10番人気）
3連単票数 計 578643 的中 ��� 2364（63番人気）

ハロンタイム 13．4―11．9―13．7―14．1―13．6―13．0―13．1―12．2―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．4―25．3―39．0―53．1―1：06．7―1：19．7―1：32．8―1：45．0―1：56．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F35．2
1
3
8，6－（4，7）（3，5，10）－1－9＝2・（8，6）（4，1）（7，10）－5－9－3－2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カレンスフィーダ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Spinning World 初出走

2012．2．19生 牡3青鹿 母 タイキロザリオ 母母 ロイヤルブライド 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※コスモバカンス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



02019 1月18日 晴 稍重 （27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 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

89 ウインクルキラリ 牝5栗 55
53 △松若 風馬塚本 能交氏 高橋 亮 新ひだか 安田 豊重 482＋ 61：55．8 6．6�

33 ソロデビュー 牝6黒鹿 55
53 △小崎 綾也�フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 510＋ 21：56．12 3．4�

77 メテオーリカ 牝6黒鹿55 吉田 隼人吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 452± 01：56．31� 6．3�
44 メテオレイン 牝6鹿 55 松田 大作亀井 哲也氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム 472＋ 2 〃 ハナ 36．0�
88 ハギノウィッシュ 牝6鹿 55 柴田 未崎日隈 良江氏 �島 一歩 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：56．72� 6．0�
22 � エアマデレーン 牝5青鹿55 松山 弘平 	ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 466－ 21：56．8クビ 2．9

11 イタリアンフェッテ 牝4鹿 54 西田雄一郎芳賀 克也氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 406± 01：56．9� 28．3�
55 ティボリハーモニー 牝5栗 55

52 ▲義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 512－ 41：57．32� 30．9�

66 ワンダーテルヌーラ 牝5鹿 55 川須 栄彦山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 464＋ 41：57．51� 20．0
（9頭）

売 得 金
単勝： 15，431，600円 複勝： 16，772，000円 枠連： 7，709，600円
馬連： 25，453，800円 馬単： 17，274，200円 ワイド： 14，033，400円
3連複： 33，346，800円 3連単： 75，503，500円 計： 205，524，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 210円 � 140円 � 160円 枠 連（3－8） 860円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 3，100円

ワ イ ド �� 480円 �� 600円 �� 320円

3 連 複 ��� 2，580円 3 連 単 ��� 15，700円

票 数

単勝票数 計 154316 的中 � 18571（5番人気）
複勝票数 計 167720 的中 � 17781（5番人気）� 36253（2番人気）� 26288（3番人気）
枠連票数 計 77096 的中 （3－8） 6880（4番人気）
馬連票数 計 254538 的中 �� 12985（6番人気）
馬単票数 計 172742 的中 �� 4167（13番人気）
ワイド票数 計 140334 的中 �� 7392（7番人気）�� 5615（9番人気）�� 12132（2番人気）
3連複票数 計 333468 的中 ��� 9663（9番人気）
3連単票数 計 755035 的中 ��� 3485（54番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―37．9―51．8―1：04．9―1：17．6―1：30．4―1：42．6

コーナー
通過順位

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

2
4
9，6－3，5－4，8（7，1）－2・（9，6）3（5，4）（7，1，8，2）

勝馬の
紹 介

ウインクルキラリ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2012．11．17 京都8着

2010．3．15生 牝5栗 母 ウインクルグラス 母母 ポ ー サ ー 22戦2勝 賞金 19，370，000円

02020 1月18日 晴 稍重 （27中京1）第2日 第8競走 1，900�サラブレッド系4歳以上
発走13時40分（番組第9競走を順序変更） （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 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

66 エンキンドル 牡4青 56 藤岡 康太 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 552± 02：02．4 1．3�

77 ステージジャンプ 牡5鹿 57 松田 大作合同会社小林英一
ホールディングス 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 498± 02：02．5� 5．4�

22 グランプレージョ 牡6鹿 57
55 △松若 風馬 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 追分ファーム 488－102：03．03 6．5�

11 ガッテンキャンパス 牡6鹿 57
54 ▲井上 敏樹栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 上村 清志 462＋ 62：03．32 109．1�

55 � プ ラ ス ワ ン 牡4栗 56 西田雄一郎西村新一郎氏 蛯名 利弘 青森 太田ファーム 460＋12 〃 ハナ 72．8�
89 � シェイプリー 牝6鹿 55

53 △小崎 綾也 	ロードホースクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか ケイアイファーム 482± 02：04．04 17．0

44 ヤマニンパンテオン 牡5鹿 57

55 △岩崎 翼土井 肇氏 西橋 豊治 浦河 廣田 伉助 454－ 62：04．2� 46．9�
88 � ワンダーパラジーノ 牡5栗 57

54 ▲義 英真山本 信行氏 梅内 忍 新冠 大狩部牧場 496＋182：04．62� 115．2�
33 ウインサーガ �6黒鹿57 松山 弘平	ウイン 飯田 雄三 新冠 村上 欽哉 504± 02：04．7� 12．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 19，791，100円 複勝： 48，722，800円 枠連： 7，797，400円
馬連： 27，572，900円 馬単： 24，744，000円 ワイド： 15，894，900円
3連複： 39，470，100円 3連単： 110，195，600円 計： 294，188，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連（6－7） 200円

馬 連 �� 220円 馬 単 �� 280円

ワ イ ド �� 140円 �� 130円 �� 300円

3 連 複 ��� 330円 3 連 単 ��� 720円

票 数

単勝票数 計 197911 的中 � 114565（1番人気）
複勝票数 計 487228 的中 � 362636（1番人気）� 49947（2番人気）� 23873（3番人気）
枠連票数 計 77974 的中 （6－7） 30164（1番人気）
馬連票数 計 275729 的中 �� 93039（1番人気）
馬単票数 計 247440 的中 �� 65163（1番人気）
ワイド票数 計 158949 的中 �� 32596（2番人気）�� 35415（1番人気）�� 9334（5番人気）
3連複票数 計 394701 的中 ��� 88238（1番人気）
3連単票数 計1101956 的中 ��� 110246（1番人気）

ハロンタイム 7．2―12．0―12．1―13．8―13．7―13．1―12．9―13．1―11．9―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―19．2―31．3―45．1―58．8―1：11．9―1：24．8―1：37．9―1：49．8

コーナー
通過順位

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

2
4
6，7（2，8）5－3（1，4）－9・（6，7）（2，8）（5，3）（1，4）9

勝馬の
紹 介

エンキンドル �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Quiet American デビュー 2013．8．18 小倉12着

2011．5．20生 牡4青 母 ラヴィングプライド 母母 Yafill 9戦2勝 賞金 20，600，000円



02021 1月18日 晴 稍重 （27中京1）第2日 第9競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走14時15分（番組第8競走を順序変更） （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 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

23 パッシングブリーズ 牡4鹿 56 杉原 誠人三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 482＋ 41：25．3 15．7�
815� サクラテイオー 牡6青鹿57 藤岡 康太�谷岡牧場 高橋 康之 新ひだか 谷岡牧場 496＋161：25．62 39．3�
816 フィンデルムンド 牡7鹿 57 松田 大作 �サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 478－161：25．7クビ 10．5�
11 �� サムライノモン 牡4鹿 56

53 ▲伴 啓太飯田 正剛氏 矢野 英一 米 Hargus Sexton
& Sandra Sexton 550－ 61：25．91� 38．3�

714 ザショットアロー 牡5鹿 57
54 ▲木幡 初也�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下牧場 506＋181：26．0	 171．1�

36 � ア マ カ ケ ル 牡5鹿 57 川須 栄彦小野 博郷氏 蛯名 利弘 新ひだか 稲葉牧場 486＋121：26．1クビ 72．5	
59 � トータルヒート 牝4栗 54 松山 弘平 �キャロットファーム 平田 修 米 Shadai Corpo-

ration, LTD. 460＋ 41：26．2	 1．8

47 スズトラッド 牡4鹿 56

55 ☆中井 裕二森 達郎氏 高橋 裕 新ひだか 山際セントラルスタッド 490＋ 21：26．3クビ 47．3�
713 エンドレスシャイン 牡4鹿 56

54 △松若 風馬岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 日高 白井牧場 436－ 2 〃 アタマ 7．9�
611 クァンタムギア 牡4黒鹿 56

54 △小崎 綾也廣崎 利洋氏 中内田充正 平取 清水牧場 B470± 0 〃 アタマ 7．6
612� アクアライン 牝6黒鹿55 吉田 隼人古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 462－ 61：26．4� 47．4�
510 ライトオブホープ 牡4栗 56

54 △岩崎 翼落合 幸弘氏 武藤 善則 新冠 イワミ牧場 494－ 61：26．5クビ 8．7�
48 � シゲルアボカド 牡6鹿 57 川島 信二森中 蕃氏 服部 利之 新冠 土井牧場 496＋ 61：27．45 172．3�
24 ダテノトライアンフ 牡4栗 56 丸山 元気関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 474－ 91：27．5� 32．6�
35 � テイエムテンリュウ 牡4芦 56

53 ▲原田 和真竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 バンブー牧場 480－21 〃 クビ 101．3�
12 デスティニーシチー 牡5栗 57

54 ▲義 英真 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 幾千世牧場 476＋ 11：28．99 53．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，011，200円 複勝： 34，229，700円 枠連： 17，311，500円
馬連： 52，511，600円 馬単： 32，930，300円 ワイド： 29，361，100円
3連複： 71，843，600円 3連単： 122，111，900円 計： 385，310，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，570円 複 勝 � 500円 � 1，080円 � 320円 枠 連（2－8） 2，850円

馬 連 �� 18，560円 馬 単 �� 40，090円

ワ イ ド �� 5，480円 �� 2，280円 �� 2，610円

3 連 複 ��� 45，270円 3 連 単 ��� 312，830円

票 数

単勝票数 計 250112 的中 � 12714（6番人気）
複勝票数 計 342297 的中 � 17945（6番人気）� 7535（8番人気）� 31662（4番人気）
枠連票数 計 173115 的中 （2－8） 4704（11番人気）
馬連票数 計 525116 的中 �� 2192（38番人気）
馬単票数 計 329303 的中 �� 616（76番人気）
ワイド票数 計 293611 的中 �� 1367（43番人気）�� 3340（21番人気）�� 2907（23番人気）
3連複票数 計 718436 的中 ��� 1190（98番人気）
3連単票数 計1221119 的中 ��� 283（624番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．4―12．1―13．1―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―34．8―46．9―1：00．0―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パッシングブリーズ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．10．13 京都1着

2011．5．15生 牡4鹿 母 ブローザキャンドル 母母 メイクアウイッシュ 14戦2勝 賞金 20，270，000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。
（非当選馬） 1頭 ハッピーチャート号

02022 1月18日 晴 良 （27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 9，100，000円 3，600，000円 2，300，000円 1，400，000円 910，000円
付 加 賞 441，000円 126，000円 63，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．8
1：56．1

良
良

34 カッパドキア 牡5黒鹿57 松田 大作寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 466± 02：02．8 5．2�
35 スマッシュスマイル �7栃栗57 勝浦 正樹 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 478－ 4 〃 クビ 14．9�
58 ビキニスタイル 牝4黒鹿54 �島 良太石川 達絵氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440＋ 42：03．01� 9．4�
814 シ ュ ネ ー ル 牡4鹿 56 松山 弘平永田 和彦氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 500± 02：03．1	 7．8�
22 ダノンドリーム 牡6青鹿57 川須 栄彦�ダノックス 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 472＋ 82：03．31	 16．8	
47 デルマサリーチャン 牝4鹿 54 丸山 元気浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 476－ 22：03．4	 59．4

23 
 モ シ モ シ 牝5黒鹿55 松若 風馬小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 410－ 62：03．5	 13．1�
610 テイコフトウショウ 牝5栗 55 国分 恭介トウショウ産業� 梅田 智之 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B494＋ 82：03．81� 6．8�
712 グレートヴァリュー 牡7黒鹿57 川島 信二小林竜太郎氏 北出 成人 浦河 谷口牧場 466＋ 62：03．9� 85．3
611 ヤマニンエルフィン 牝4鹿 54 義 英真土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 466＋ 82：04．32	 29．2�
11 テ ン カ イ チ 牡5鹿 57 井上 敏樹大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム B454± 02：04．51 70．3�
59 ユキノユウダン 牡5栗 57 原田 和真馬場 幸廣氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 440＋ 62：04．6	 62．3�
46 ミッキーデータ 牡4鹿 56 藤岡 康太野田みづき氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 520＋142：04．7	 3．5�
815 ローザズカレッジ 牡5黒鹿57 吉田 隼人 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 478－ 22：05．12	 9．6�
713
 ビコーワンダフル 牝6栗 55 柴田 未崎�レジェンド 田所 秀孝 新ひだか 山口 修二 420－122：06．27 374．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，009，500円 複勝： 33，504，100円 枠連： 18，846，200円
馬連： 63，566，200円 馬単： 33，005，500円 ワイド： 30，774，800円
3連複： 83，674，400円 3連単： 128，088，900円 計： 416，469，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 160円 � 350円 � 280円 枠 連（3－3） 2，950円

馬 連 �� 2，940円 馬 単 �� 5，120円

ワ イ ド �� 870円 �� 840円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 7，230円 3 連 単 ��� 36，950円

票 数

単勝票数 計 250095 的中 � 38068（2番人気）
複勝票数 計 335041 的中 � 68277（1番人気）� 21231（7番人気）� 27883（4番人気）
枠連票数 計 188462 的中 （3－3） 4944（14番人気）
馬連票数 計 635662 的中 �� 16730（12番人気）
馬単票数 計 330055 的中 �� 4832（20番人気）
ワイド票数 計 307748 的中 �� 9216（8番人気）�� 9523（6番人気）�� 4672（22番人気）
3連複票数 計 836744 的中 ��� 8674（23番人気）
3連単票数 計1280889 的中 ��� 2513（115番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．0―36．8―50．0―1：01．8―1：13．4―1：25．7―1：38．1―1：50．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F37．1
1
3

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

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

カッパドキア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Concern デビュー 2013．4．20 京都4着

2010．5．7生 牡5黒鹿 母 コンサーンナッカ 母母 Sacramentada 19戦3勝 賞金 34，560，000円



02023 1月18日 晴 良 （27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 16，300，000円 6，500，000円 4，100，000円 2，400，000円 1，630，000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

24 ロ ン ド 牝7青鹿55 川島 信二水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 468＋ 21：09．8 13．7�
611 ダンスディレクター 牡5鹿 57 藤岡 康太太田 美實氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 446＋ 21：09．9� 1．8�
612 ヤマニンプチガトー 牝6栗 55 竹之下智昭土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 490－ 6 〃 クビ 26．4�
35 エイシンオルドス 牝4栗 54 岩崎 翼�栄進堂 坂口 正則 浦河 梅田牧場 B490－ 2 〃 アタマ 55．1�
59 サ マ ー ル ナ 牝6鹿 55 松田 大作セゾンレースホース� 木原 一良 新冠 松本 信行 466－ 61：10．0クビ 51．3�
715 エーシンエムディー 牝6黒鹿55 松山 弘平�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 474－ 8 〃 クビ 8．4	
48 ネ ロ 牡4栗 56 国分 恭介西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 本桐牧場 476＋ 41：10．1クビ 8．9

510 ゴーハンティング 牡7黒鹿57 小崎 綾也 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 514－ 21：10．31� 16．6�
11 スピークソフトリー 牝6鹿 55 �島 良太 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494＋ 21：10．4� 21．1
817 カフヴァール 牝6鹿 55 吉田 隼人 �キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム B462－ 41：10．5	 31．6�
12 シ ゲ ル カ ガ 牡4鹿 56 田中 健森中 蕃氏 谷 潔 浦河 馬道 繁樹 514＋ 21：10．6クビ 13．0�
714 ジョーオリオン 牡6栗 57 梶 晃啓上田けい子氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 B488＋ 2 〃 アタマ 45．2�
816 ジャーエスペランサ 牡6鹿 57 勝浦 正樹本間 茂氏 相沢 郁 新ひだか 真歌田中牧場 478－ 21：10．81� 137．1�
47 ダノンウィスラー 牡7鹿 57 川須 栄彦�ダノックス 池江 泰寿 新ひだか 折手牧場 464＋ 41：11．01� 104．6�
818 ユキノアイオロス 
7鹿 57 丸山 元気井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 476－ 6 〃 クビ 23．5�
713� シゲルアセロラ 牡6黒鹿57 義 英真森中 蕃氏 目野 哲也 米

Mr. & Mrs. Don K
Love &
Briggs/Cromartie

496＋ 41：11．1� 82．2�
36 ヒ ー ラ 牝6鹿 55 杉原 誠人平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 426－ 21：11．95 127．6�
23 � エンプレスラブ 牝6黒鹿55 水口 優也 IHR 加藤 敬二 浦河 村中牧場 510－121：12．64 276．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 50，502，800円 複勝： 65，897，600円 枠連： 46，267，400円
馬連： 170，486，100円 馬単： 93，035，000円 ワイド： 72，528，600円
3連複： 234，533，700円 3連単： 402，826，000円 計： 1，136，077，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，370円 複 勝 � 260円 � 110円 � 430円 枠 連（2－6） 1，100円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 3，750円

ワ イ ド �� 450円 �� 2，200円 �� 800円

3 連 複 ��� 6，900円 3 連 単 ��� 55，750円

票 数

単勝票数 計 505028 的中 � 29345（5番人気）
複勝票数 計 658976 的中 � 50770（4番人気）� 234469（1番人気）� 25854（9番人気）
枠連票数 計 462674 的中 （2－6） 32355（5番人気）
馬連票数 計1704861 的中 �� 112750（3番人気）
馬単票数 計 930350 的中 �� 18568（12番人気）
ワイド票数 計 725286 的中 �� 44239（2番人気）�� 7907（26番人気）�� 23028（7番人気）
3連複票数 計2345337 的中 ��� 25460（22番人気）
3連単票数 計4028260 的中 ��� 5238（152番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．5―11．8―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．2―46．0―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．6
3 2－8（3，5，13）（10，12）（1，15）（4，14）（7，17）－9，16－6，11－18 4 2（8，13）12（3，5，15）（10，14）4（1，7，17）9，16－（6，11）－18

勝馬の
紹 介

ロ ン ド �
�
父 ロックオブジブラルタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．2．6 京都2着

2008．4．25生 牝7青鹿 母 アメリカーナ 母母 アメリカズヒロイン 31戦4勝 賞金 86，586，000円
〔発走状況〕 ヒーラ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ヒーラ号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 アットウィル号・アンヴァルト号・ゴールドベル号・サニーヘイロー号・シゲルオオスミ号・ダノンマッキンレー号・

トキノゲンジ号・ブルーピアス号・マルタカシクレノン号

02024 1月18日 晴 良 （27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，26．1．18以降27．1．12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 13，200，000円 5，300，000円 3，300，000円 2，000，000円 1，320，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．0
1：19．0

良
良

714 アルマディヴァン 牝5栗 54 勝浦 正樹コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 482－ 21：22．7 2．8�
715 ボブキャット 牡5鹿 55 伊藤 工真村木 隆氏 久保田貴士 日高 下河辺牧場 518－ 6 〃 クビ 15．6�
47 タガノリバレンス 牡6鹿 54 吉田 隼人八木 秀之氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 490± 0 〃 アタマ 5．4�
12 ダイナミックガイ 牡5栗 56 国分 恭介小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 488± 01：22．8クビ 22．9�
817 キンシノキセキ 牡4鹿 55 丸山 元気若草クラブ 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム 500＋181：23．12 10．1�
23 ナオミノユメ 牝6鹿 51 小崎 綾也塩澤 正樹氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 446± 0 〃 クビ 52．1�
816 ストークアンドレイ 牝5芦 54 松田 大作本間 茂氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 474± 01：23．2� 49．7	
11 ボンジュールココロ 牝5鹿 54 松山 弘平田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 482＋ 61：23．3� 10．6

611 ブライトチェリー 牝5芦 52 西田雄一郎 IHR 菊川 正達 新冠 山岡ファーム 462＋ 21：23．4クビ 28．0�
24 ラーストチカ 牝5黒鹿54 川島 信二岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 村下農場 450－ 21：23．5� 22．2�
510 ダンツカナリー 牝5青鹿54 藤岡 康太山元 哲二氏 本田 優 様似 富田 恭司 470－ 2 〃 アタマ 7．3
59 マイティースコール 牡7栗 53 �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 474－ 4 〃 クビ 33．0�
612 タイセイララバイ 牝4青鹿52 川須 栄彦田中 成奉氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 474－ 21：23．6クビ 17．5�
713 ベ ル ラ イ ン 牝5栗 51 藤懸 貴志永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 448－ 41：23．7� 94．2�
818 スリーロブロイ 牡6鹿 53 岩崎 翼永井商事� 石橋 守 浦河 杵臼斉藤牧場 452＋10 〃 アタマ 180．6�
36 メイショウゲンブ 牡6鹿 56 杉原 誠人松本 好雄氏 千田 輝彦 新ひだか 友田牧場 482－ 21：24．12� 35．0�
35 ザ ラ ス ト ロ 牡5鹿 56 中井 裕二高橋 一恵氏 武藤 善則 新ひだか 松田牧場 B478－141：25．16 37．0�

（17頭）
48 ト シ ザ キ ミ 牝4鹿 52 松若 風馬上村 利幸氏 �島 一歩 浦河 浦河小林牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 36，800，300円 複勝： 52，057，700円 枠連： 27，953，400円
馬連： 99，282，200円 馬単： 46，996，800円 ワイド： 47，303，300円
3連複： 132，243，700円 3連単： 203，208，100円 計： 645，845，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 360円 � 180円 枠 連（7－7） 2，120円

馬 連 �� 2，370円 馬 単 �� 3，630円

ワ イ ド �� 800円 �� 340円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 4，190円 3 連 単 ��� 20，990円

票 数

単勝票数 差引計 368003（返還計 338） 的中 � 103678（1番人気）
複勝票数 差引計 520577（返還計 205） 的中 � 128453（1番人気）� 27571（6番人気）� 74741（2番人気）
枠連票数 差引計 279534（返還計 52） 的中 （7－7） 10217（9番人気）
馬連票数 差引計 992822（返還計 2713） 的中 �� 32446（6番人気）
馬単票数 差引計 469968（返還計 1009） 的中 �� 9697（9番人気）
ワイド票数 差引計 473033（返還計 935） 的中 �� 14590（6番人気）�� 39573（1番人気）�� 6938（16番人気）
3連複票数 差引計1322437（返還計 6468） 的中 ��� 23645（7番人気）
3連単票数 差引計2032081（返還計 9818） 的中 ��� 7016（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―34．9―46．7―58．6―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルマディヴァン �
�
父 メジロベイリー �

�
母父 メジロライアン デビュー 2012．12．15 中山3着

2010．4．12生 牝5栗 母 ゲームコンパイラ 母母 ストロークト 21戦4勝 賞金 68，396，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔出走取消〕 トシザキミ号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
※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 パープルタイヨー号
（非抽選馬） 3頭 クリノハッチャン号・ダンツキャノン号・ライブリシュネル号

３レース目



（27中京1）第2日 1月18日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 168頭 本 賞
距離別出走奨励賞
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

180，410，000円
1，060，000円
6，460，000円
1，790，000円
16，200，000円
58，781，000円
5，182，800円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
266，081，600円
375，728，000円
183，763，500円
616，688，300円
356，559，900円
310，066，900円
833，778，600円
1，413，422，000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 4，356，088，800円

総入場人員 11，995名 （有料入場人員 11，178名）
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