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02001 1月13日 晴 稍重 （30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）

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
1：48．9
1：47．8

重
重

59 グランデミノル 牝3鹿 54 四位 洋文吉岡 實氏 本田 優 新冠 須崎牧場 480± 01：54．8 7．4�
11 ピ リ カ ク ル 牝3鹿 54 松若 風馬 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 480－ 2 〃 クビ 2．1�
610 テイエムソレイユ 牝3鹿 54

52 △森 裕太朗竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 ムラカミファーム 480－ 21：55．54 11．7�
713 シーダークィーン 牝3鹿 54 川須 栄彦杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 450－ 21：56．03 94．8�
611 エトワールドパリ 牝3芦 54

51 ▲富田 暁 �グリーンファーム松元 茂樹 千歳 社台ファーム 472＋ 2 〃 アタマ 3．0	
23 ウエスタンマリーヤ 牝3鹿 54

53 ☆義 英真西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 490＋141：56．31� 53．9

815 ザリーティー 牝3栗 54 中井 裕二中村 智幸氏 杉山 晴紀 様似 様似堀牧場 444＋ 61：56．83 55．7�
47 マ ル ル ー 牝3鹿 54 �島 克駿吉田 千津氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 486＋ 21：57．11� 24．5�
34 クロフネプリンセス 牝3栗 54 幸 英明サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 日高 下河辺牧場 432± 0 〃 クビ 57．6
712 トーホウトリニティ 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 544＋ 21：57．42 54．0�
46 チャノカオリ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也山本 茂氏 加藤 敬二 新ひだか 沖田 忠幸 418± 01：57．5クビ 228．6�
22 ヌーヴェプレジール 牝3栗 54 吉田 隼人飯田 正剛氏 田中 剛 新ひだか 千代田牧場 448－ 61：58．67 74．6�
35 フレンドアリス 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 456－ 61：59．23� 52．1�
58 ミトノクイーン 牝3黒鹿54 藤岡 佑介ロイヤルパーク 崎山 博樹 新ひだか タガミファーム 470＋102：00．05 57．8�
814 ドゥエベリーニ 牝3青 54 藤岡 康太林 正道氏 橋口 慎介 新ひだか 服部 牧場 490＋ 82：00．21� 18．5�
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売 得 金
単勝： 17，117，300円 複勝： 41，375，500円 枠連： 8，692，400円
馬連： 33，182，800円 馬単： 18，213，600円 ワイド： 26，502，100円
3連複： 51，643，500円 3連単： 71，215，300円 計： 267，942，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 160円 � 110円 � 210円 枠 連（1－5） 620円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，910円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，210円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 12，070円

票 数

単勝票数 計 171173 的中 � 18430（3番人気）
複勝票数 計 413755 的中 � 35267（3番人気）� 239809（1番人気）� 23085（4番人気）
枠連票数 計 86924 的中 （1－5） 10752（2番人気）
馬連票数 計 331828 的中 �� 39326（2番人気）
馬単票数 計 182136 的中 �� 7129（6番人気）
ワイド票数 計 265021 的中 �� 22468（2番人気）�� 4985（10番人気）�� 18244（4番人気）
3連複票数 計 516435 的中 ��� 21749（3番人気）
3連単票数 計 712153 的中 ��� 4275（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―38．3―51．8―1：04．3―1：17．1―1：30．0―1：42．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グランデミノル �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Storm Cat デビュー 2017．6．10 阪神4着

2015．2．4生 牝3鹿 母 クロスウォーターⅡ 母母 Bay Harbor 6戦1勝 賞金 8，150，000円
〔騎手変更〕 チャノカオリ号の騎手川又賢治は，負傷のため木幡巧也に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミトノクイーン号・ドゥエベリーニ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年2月

13日まで平地競走に出走できない。

02002 1月13日 晴 稍重 （30中京1）第1日 第2競走 1，900�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
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

711 クリノカポネ 牡3鹿 56 藤岡 佑介栗本 博晴氏 谷 潔 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 468＋ 42：03．9 2．3�

11 ロビンズソング 牡3黒鹿56 丸山 元気吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 538＋202：04．64 29．9�
68 オウケンキング 牡3青鹿56 M．デムーロ福井 明氏 安田 隆行 浦河 辻 牧場 512± 02：04．7� 2．2�
710 タツノリソックリ 牡3黒鹿 56

53 ▲横山 武史菊地 祐司氏 大江原 哲 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B462－ 42：05．55 65．8�

813 ショウナンバリウス 牡3黒鹿56 吉田 隼人国本 哲秀氏 奥村 武 新冠 ハシモトフアーム 492－ 4 〃 クビ 7．1�
69 コスモターンブルー 牡3青 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 新冠 ビッグレッドファーム 508＋ 22：06．03 28．5	
812 ペ コ ボ ー イ �3栗 56

53 ▲藤田菜七子トール＆ワイド 根本 康広 伊達 高橋農場 472－ 42：06．21� 62．9

33 キタノペガサス 牡3黒鹿56 長岡 禎仁北所 直人氏 竹内 正洋 日高 広富牧場 462＋162：06．83� 111．4�
45 レッドラギド 牡3栗 56 酒井 学 �東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 526± 02：08．18 37．5
57 ネクストステップ 牡3鹿 56

54 △森 裕太朗吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 506－ 22：08．52� 15．2�
44 ティランジア 牝3鹿 54

51 ▲富田 暁手嶋 康雄氏 加藤 和宏 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 460＋ 22：09．03 176．2�

56 エレクシオン 牡3鹿 56 津村 明秀�ノースヒルズ 中舘 英二 新ひだか 土居牧場 510－ 62：10．38 89．6�
22 アスタービアンコ 牡3芦 56 古川 吉洋加藤 久枝氏 木原 一良 浦河 日進牧場 464－ 42：10．72� 38．0�
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売 得 金
単勝： 17，119，800円 複勝： 25，063，400円 枠連： 5，948，600円
馬連： 28，614，700円 馬単： 17，555，000円 ワイド： 21，821，800円
3連複： 39，142，800円 3連単： 61，184，200円 計： 216，450，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 390円 � 110円 枠 連（1－7） 3，150円

馬 連 �� 3，660円 馬 単 �� 5，440円

ワ イ ド �� 800円 �� 120円 �� 810円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 10，580円

票 数

単勝票数 計 171198 的中 � 57714（2番人気）
複勝票数 計 250634 的中 � 94834（1番人気）� 6214（7番人気）� 75495（2番人気）
枠連票数 計 59486 的中 （1－7） 1459（9番人気）
馬連票数 計 286147 的中 �� 6054（10番人気）
馬単票数 計 175550 的中 �� 2416（16番人気）
ワイド票数 計 218218 的中 �� 4784（8番人気）�� 73674（1番人気）�� 4730（10番人気）
3連複票数 計 391428 的中 ��� 21818（4番人気）
3連単票数 計 611842 的中 ��� 4190（27番人気）

ハロンタイム 7．5―11．7―12．4―14．0―13．0―12．9―13．5―14．1―12．5―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．5―19．2―31．6―45．6―58．6―1：11．5―1：25．0―1：39．1―1：51．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クリノカポネ �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Cape Cross デビュー 2017．7．29 札幌7着

2015．2．1生 牡3鹿 母 ヴ ァ レ ッ タ 母母 Vituisa 11戦1勝 賞金 14，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ティランジア号・エレクシオン号・アスタービアンコ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のた

め，平成30年2月13日まで平地競走に出走できない。
※ショウナンバリウス号・ティランジア号は，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１日



02003 1月13日 晴 稍重 （30中京1）第1日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10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
1：10．0
1：08．7

重
重

815� ペルペトゥオ 牝3鹿 54 藤岡 佑介吉田 和美氏 中内田充正 米 Woodford
Thoroughbreds 466－ 61：12．3 1．5�

611 ミルトシャトル 牡3栗 56 松山 弘平永山 勝敏氏 石橋 守 新ひだか 木村 秀則 454－ 81：13．04 4．8�
612� ツブラナヒトミ 牡3栗 56 津村 明秀加藤 誠氏 中竹 和也 米 Fred W.

Hertrich III 484± 01：13．1� 35．6�
11 ケ ル ー ス 牡3黒鹿56 吉田 隼人橋本 忠雄氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 482－ 21：14．48 220．7�
23 ライオンボス 牡3栗 56

53 ▲藤田菜七子�和田牧場 和田 正道 新冠 対馬 正 520＋ 4 〃 ハナ 51．8�
36 バーニングガール 牝3鹿 54 幸 英明長谷川光司氏 加藤 敬二 浦河 �川フアーム 474＋ 61：14．71� 23．2	
47 ダイシンクワトロ 牡3青鹿56 松若 風馬大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 502＋ 21：14．8� 6．1

713 パープルヒストリー 牡3栗 56 田中 健中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 竹内 良一 416－141：14．9� 16．0�
816 ベ イ ス ン 牡3黒鹿56 丸山 元気吉田 晴哉氏 尾形 和幸 安平 追分ファーム 480± 01：15．32� 33．3�
12 ダイメイライガー 牡3鹿 56 丹内 祐次宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 480＋121：15．72� 274．9
510 ピンクソルト 牝3栗 54 伊藤 工真 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 424－ 61：15．8クビ 237．2�
24 メイショウヴァルス 牝3鹿 54

51 ▲富田 暁松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 村下 明博 406－ 61：16．01� 153．6�
59 ライクアスター 牝3栗 54 古川 吉洋坂田 行夫氏 伊藤 正徳 新冠 武田 寛治 440－ 81：16．53 120．7�
48 ホットライン 牡3鹿 56 �島 克駿�和田牧場 和田 正道 新冠 須崎牧場 472＋ 41：16．92� 204．1�
714 キンショーウィーク 牡3栗 56

53 ▲横山 武史礒野日出夫氏 田島 俊明 新冠 小泉 学 458＋ 21：17．11	 392．8�
35 パットサイテ 牝3芦 54 石神 深一坂田 行夫氏 伊藤 正徳 茨城 栗山 道郎 476± 01：18．9大差 301．5�
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売 得 金
単勝： 21，409，900円 複勝： 52，535，400円 枠連： 8，879，600円
馬連： 33，837，000円 馬単： 22，076，300円 ワイド： 23，372，000円
3連複： 45，537，000円 3連単： 73，000，700円 計： 280，647，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 140円 � 530円 枠 連（6－8） 280円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 380円

ワ イ ド �� 180円 �� 870円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 2，400円 3 連 単 ��� 5，490円

票 数

単勝票数 計 214099 的中 � 113417（1番人気）
複勝票数 計 525354 的中 � 339598（1番人気）� 53627（2番人気）� 7341（7番人気）
枠連票数 計 88796 的中 （6－8） 23987（1番人気）
馬連票数 計 338370 的中 �� 81705（1番人気）
馬単票数 計 220763 的中 �� 43369（1番人気）
ワイド票数 計 233720 的中 �� 42388（1番人気）�� 5897（11番人気）�� 3556（14番人気）
3連複票数 計 455370 的中 ��� 14199（7番人気）
3連単票数 計 730007 的中 ��� 9625（14番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．9―12．5―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．8―35．7―48．2―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ペルペトゥオ �
�
父 Pioneerof the Nile �

�
母父 Hard Spun デビュー 2017．10．28 京都2着

2015．2．16生 牝3鹿 母 Ribbon Taffy 母母 Partyship 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔騎手変更〕 ダイシンクワトロ号の騎手川又賢治は，負傷のため松若風馬に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ライクアスター号・ホットライン号・キンショーウィーク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のた

め，平成30年2月13日まで平地競走に出走できない。
パットサイテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年3月13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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 キリシマアスカ号・フロイデ号・ムーンボー号
（非抽選馬） 5頭 イチザティアラ号・エアーウインド号・スタービレ号・フクノヴァランス号・ムーンサルト号

02004 1月13日 晴 良 （30中京1）第1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 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：16．2良

33 クリミアタイガー �5鹿 60 小野寺祐太吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 536＋123：17．5 2．9�
69 アットザトップ �4栗 59 平沢 健治�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 458＋ 2 〃 クビ 3．1�
22 スマートガルーダ 牡5鹿 60 上野 翔大川 徹氏 粕谷 昌央 新冠 秋田牧場 492± 03：18．35 5．7�
712 ブルーガーディアン 牡6黒鹿60 江田 勇亮 �ブルーマネジメント星野 忍 新ひだか 加野牧場 504－ 63：19．57 9．8�
34 ヴァルコイネン 牡7芦 60 山本 康志吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 480＋143：19．6クビ 38．3�
814 ブレイクザポケット 牡6鹿 60 五十嵐雄祐 	サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438＋ 43：20．55 14．6

46 インテグリティー 牡5鹿 60 難波 剛健前田 幸治氏 高橋 義忠 むかわ 上水牧場 474± 03：20．6クビ 17．1�
11 シゲルロウニンアジ 牡5鹿 60 中村 将之森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 492＋ 23：21．02� 39．0�
711� ビ ー ハ グ �6黒鹿60 草野 太郎岡田 壮史氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム 484＋ 43：23．2大差 130．6
45 ジャストドゥイング 牡6鹿 60 林 満明前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 558＋143：23．62� 12．9�
57 エンジェルナンバー 牝4黒鹿57 石神 深一岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 日高 千葉飯田牧場 436＋ 23：24．34 109．0�
58 ポルトボナール 牡6黒鹿60 金子 光希後藤 英成氏 青木 孝文 森 笹川大晃牧場 502＋163：29．2大差 93．2�
610 グ ラ ッ チ ェ 牝4鹿 57 高田 潤市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか タイヘイ牧場 460± 03：32．5大差 130．6
813 ワイドコマンダー 牡4鹿 59 熊沢 重文幅田 京子氏 加用 正 日高 若林 順一 522＋103：32．6� 40．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 14，447，700円 複勝： 16，293，500円 枠連： 8，358，400円
馬連： 25，161，700円 馬単： 14，100，800円 ワイド： 17，564，500円
3連複： 38，949，700円 3連単： 50，111，200円 計： 184，987，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 130円 � 140円 枠 連（3－6） 490円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 250円 �� 330円 �� 310円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 3，770円

票 数

単勝票数 計 144477 的中 � 39674（1番人気）
複勝票数 計 162935 的中 � 31967（2番人気）� 35310（1番人気）� 27261（3番人気）
枠連票数 計 83584 的中 （3－6） 13131（1番人気）
馬連票数 計 251617 的中 �� 37369（1番人気）
馬単票数 計 141008 的中 �� 7803（3番人気）
ワイド票数 計 175645 的中 �� 18934（1番人気）�� 13010（3番人気）�� 14339（2番人気）
3連複票数 計 389497 的中 ��� 35011（1番人気）
3連単票数 計 501112 的中 ��� 9633（3番人気）
上り 1マイル 1：43．5 4F 51．0－3F 38．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�
9－（5，12）（4，14）1，3－2（11，6）＝8－7－13－10
9－（12，14）5（4，3）（1，2）－6－11＝7－8＝（13，10）

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

勝馬の
紹 介

クリミアタイガー �
�
父 Fastnet Rock �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2016．1．5 中山3着

2013．4．12生 �5鹿 母 オールマイラヴィング 母母 Jude 障害：5戦1勝 賞金 12，200，000円
〔制裁〕 ビーハグ号の騎手草野太郎は，1周目5号障害を内側に斜飛したことについて戒告。（被害馬：6番）

クリミアタイガー号の騎手小野寺祐太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



02005 1月13日 晴 良 （30中京1）第1日 第5競走 ��3，330�サラブレッド系障害4歳以上
発走12時10分 （ 芝 ）
4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：37．4良

45 クラウンフレイム 牡6鹿 62 植野 貴也�クラウン 大根田裕之 日高 クラウン日高牧場 500－103：38．7 14．5�
34 サトノセレリティ 牡7鹿 60 上野 翔 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 千歳 社台ファーム 502＋ 43：39．02 4．6�
813 カシノカーム 牡7芦 60 小野寺祐太柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 486－ 23：39．21 16．2�
11 メイショウライナー 牡8鹿 60 難波 剛健松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 小島牧場 488± 03：39．3� 7．2�
814 アズマタックン 牡5青鹿60 金子 光希東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 510＋ 63：39．72� 3．9	
22 アドマイヤフォルム 牡5黒鹿62 北沢 伸也近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 498＋ 6 〃 ハナ 14．4

712� リバータイキ 牡9栗 60 平沢 健治河越 武治氏 作田 誠二 平取 稲原牧場 532＋183：40．12� 43．9�
69 ミュートエアー 牡5黒鹿60 五十嵐雄祐岡田 壮史氏 和田 正道 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 83：40．73� 152．0�
58 � ブライアンキング 牡6鹿 60 中村 将之林 正道氏 森田 直行 新ひだか 幌村牧場 502＋ 23：41．65 45．7
57 レッドルーラー 牡8鹿 60 西谷 誠 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 508＋ 83：42．45 16．0�
46 コスモアルヘナ 牡6青鹿60 石神 深一 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 浦河 昭和牧場 484＋ 23：43．25 8．6�
711 ドーノデルソーレ 牡5黒鹿60 鈴木 慶太吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 470＋ 63：44．05 68．8�
33 レッドヴィーヴォ 	8黒鹿60 大庭 和弥 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 456－ 43：50．5大差 82．0�
610 キングズオブザサン 	7芦 60 熊沢 重文 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 484＋ 6 （競走中止） 5．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 14，631，500円 複勝： 22，099，700円 枠連： 9，179，900円
馬連： 30，311，800円 馬単： 15，287，500円 ワイド： 22，313，100円
3連複： 46，479，200円 3連単： 56，641，800円 計： 216，944，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，450円 複 勝 � 400円 � 190円 � 420円 枠 連（3－4） 1，100円

馬 連 �� 2，500円 馬 単 �� 5，750円

ワ イ ド �� 880円 �� 3，090円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 11，950円 3 連 単 ��� 73，590円

票 数

単勝票数 計 146315 的中 � 8018（7番人気）
複勝票数 計 220997 的中 � 13006（7番人気）� 37721（2番人気）� 12318（8番人気）
枠連票数 計 91799 的中 （3－4） 6411（4番人気）
馬連票数 計 303118 的中 �� 9389（9番人気）
馬単票数 計 152875 的中 �� 1994（24番人気）
ワイド票数 計 223131 的中 �� 6764（8番人気）�� 1801（37番人気）�� 4152（20番人気）
3連複票数 計 464792 的中 ��� 2917（43番人気）
3連単票数 計 566418 的中 ��� 558（268番人気）
上り 1マイル 1：47．4 4F 52．7－3F 39．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→�→�→�」
1
�
8－6＝1，13，11（2，14）10（12，4）5＝9－7－3
8－6－13，1，11（2，14）5，12－4＝9＝7＝3

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

勝馬の
紹 介

クラウンフレイム �
�
父 オンファイア �

�
母父 Mt. Livermore デビュー 2014．7．27 中京11着

2012．4．5生 牡6鹿 母 ハイフレンドモア 母母 Hi Friend Won 障害：13戦3勝 賞金 44，050，000円
〔競走中止〕 キングズオブザサン号は，2周目1号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スズカチャンプ号

02006 1月13日 晴 稍重 （30中京1）第1日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走12時45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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．0
1：08．7

重
重

35 � ボーサンシー 牡5栗 57 北村 友一吉田 和美氏 池添 学 米
Terrazas Thoroughbreds, Al-
bert & Joyce Bell, BGHA＃1，
LLC & R－Cher F

526－ 61：11．5 4．8�
713� マラードザレコード 牡4青鹿56 松山 弘平岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 英 Cheveley Park

Stud Ltd 478＋ 81：11．82 15．9�
714 レンズフルパワー 牡6鹿 57 丸山 元気田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 宮内牧場 518＋ 61：11．9クビ 13．5�
611 ワイルドフォックス 牡4黒鹿56 難波 剛健山上 和良氏 福島 信晴 浦河 鳥井 征士 522＋ 41：12．43 6．1�
815 ク ラ イ シ ス 牡5鹿 57 M．デムーロ前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488＋121：12．61� 2．7�
48 	 カイシュウキリシマ 牡5栗 57

54 ▲横山 武史飯村 孝男氏 青木 孝文 日高 下河辺牧場 484＋201：13．02
 48．9�
24 トモジャポルックス 牡5芦 57 津村 明秀吉冨 朝美氏 鈴木 伸尋 新ひだか 田中 裕之 476－ 21：13．32 27．8	
47 	 ビ ッ フ ル 牡4栗 56

55 ☆井上 敏樹小林竜太郎氏 松永 康利 平取 船越 伸也 532＋ 4 〃 アタマ 139．3

36 シゲルキツネダイ �5青鹿57 川須 栄彦森中 蕃氏 千田 輝彦 新ひだか 藤本牧場 466＋ 61：13．51� 249．2�
12 �	 ツインプラネット �8鹿 57 吉田 隼人窪田 康志氏 中川 公成 米

Hertrich/McCarthy Live-
stock LLC, Fred W. Her-
trich III & John D. Fieldi

512± 01：13．71� 3．9�
11 	 ラ マ レ 牡5栗 57 中谷 雄太ライオンレースホース 池上 昌和 浦河 浦河日成牧場 B488＋ 41：13．8
 288．8�
816	 ショウサングランド 牡5鹿 57 �島 克駿鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 482－ 61：14．12 72．8�
510 メイショウアンカー �5黒鹿57 池添 謙一松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 524＋121：14．2
 99．4�
59 メ リ ー ク ン 牡4鹿 56

55 ☆木幡 巧也ケンレーシング組合 田村 康仁 新ひだか ムーンシェル・インベストメンツ B464－ 21：14．83
 69．7�
23 ダイメイコンドル 牡6黒鹿57 古川 吉洋宮本 孝一氏 石毛 善彦 新ひだか 今 牧場 532＋ 2 （競走中止） 59．1�

（15頭）
612� マ デ ィ デ ィ �5鹿 57 松若 風馬ラ・メール 奥村 豊 米

Petaluma
Bloodstock &
Malbec Inc

484＋14 （競走除外）

売 得 金
単勝： 24，333，000円 複勝： 30，355，500円 枠連： 10，106，700円
馬連： 35，163，300円 馬単： 19，015，800円 ワイド： 27，306，400円
3連複： 46，994，200円 3連単： 59，210，700円 計： 252，485，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 420円 � 290円 枠 連（3－7） 1，850円

馬 連 �� 3，340円 馬 単 �� 5，890円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 1，010円 �� 2，210円

3 連 複 ��� 12，370円 3 連 単 ��� 57，690円

票 数

単勝票数 差引計 243330（返還計 5248） 的中 � 39798（3番人気）
複勝票数 差引計 303555（返還計 6361） 的中 � 52864（3番人気）� 16034（7番人気）� 25832（5番人気）
枠連票数 差引計 101067（返還計 623） 的中 （3－7） 4233（9番人気）
馬連票数 差引計 351633（返還計 22199） 的中 �� 8142（12番人気）
馬単票数 差引計 190158（返還計 11700） 的中 �� 2419（20番人気）
ワイド票数 差引計 273064（返還計 18009） 的中 �� 6247（14番人気）�� 7072（11番人気）�� 3104（21番人気）
3連複票数 差引計 469942（返還計 51778） 的中 ��� 2849（37番人気）
3連単票数 差引計 592107（返還計 69679） 的中 ��� 744（178番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．4―12．4―11．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．6―47．0―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ボーサンシー �
�
父 Tiz Wonderful �

�
母父 The Cliff’s Edge デビュー 2015．10．12 京都2着

2013．2．25生 牡5栗 母 Izzy Kate 母母 Stylish Mission 10戦3勝 賞金 25，350，000円
〔競走除外〕 マディディ号は，馬場入場時に放馬。疲労が著しいため競走除外。
〔競走中止〕 ダイメイコンドル号は，競走中に疾病〔左第3中手骨複骨折〕を発症したため4コーナー手前で競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ゲキリン号
（非抽選馬） 6頭 クリノサンレオ号・サウンドストリート号・ストロボフラッシュ号・タイバーカット号・テイエムアニマンテ号・

トウケイフクキタル号



02007 1月13日 晴 良 （30中京1）第1日 第7競走 ��2，200�サラブレッド系3歳
発走13時15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
2：09．9
2：09．9

良
良

611 ド レ ー ク 牡3鹿 56 藤岡 康太 �シルクレーシング 藤岡 健一 平取 坂東牧場 472－ 62：15．7 8．6�
23 レイエスプランドル 牡3鹿 56 北村 友一 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 494＋ 4 〃 クビ 4．6�
59 ドリームスピリット 牡3鹿 56 津村 明秀落合 幸弘氏 武藤 善則 様似 中村 俊紀 496± 02：15．8� 9．4�
818 サトノオンリーワン 牡3芦 56 M．デムーロ �サトミホースカンパニー 堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474± 02：16．54 2．4�
35 ウインレーヴドール 牡3黒鹿56 吉田 隼人�ウイン 奥村 武 新冠 コスモヴューファーム 450－ 82：16．81� 65．5	
713 アルゴセイコウ 牡3黒鹿56 四位 洋文エンジェルレーシング� 角田 晃一 新冠 川島牧場 474＋ 82：17．01� 14．8

12 カイザーヴェッター 牡3青鹿56 丸山 元気 �シルクレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 468＋ 62：17．1� 36．0�
714 ワ イ ズ ワ ン 牡3鹿 56 松山 弘平林 正道氏 橋口 慎介 新冠 秋田牧場 502－ 22：17．2� 41．6�
24 キリンノツバサ 牡3栗 56 岩崎 翼菅原 広隆氏 土田 稔 新冠 新冠橋本牧場 452＋ 42：17．3クビ 295．0
816 タガノバルバドス 牡3鹿 56 秋山真一郎八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460－ 82：17．61� 11．2�
715 コスモキリュウ 牡3鹿 56 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 452＋ 6 〃 アタマ 418．0�
11 クインズオライリー 牝3芦 54 松若 風馬亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 450＋10 〃 クビ 204．4�
47 アベンチュリン 牡3芦 56 藤岡 佑介寺田千代乃氏 中内田充正 洞�湖 レイクヴィラファーム 504－ 4 〃 ハナ 6．2�
612 シャイニードラード 牡3栗 56

53 ▲横山 武史小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 雅 牧場 506＋ 62：18．55 332．9�
36 プロットツイスト 牝3鹿 54 古川 吉洋鈴木 康弘氏 青木 孝文 新ひだか 武 牧場 482－ 42：18．6クビ 216．2�
817 マリノフェリス 牝3鹿 54

52 △森 裕太朗矢野まり子氏 和田 雄二 日高 クラウン日高牧場 434－142：18．81� 476．8�
510 トキメキジュピター 牡3黒鹿56 長岡 禎仁片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 浦河 室田 千秋 474－122：19．65 431．3�
48 ジャストザホマレ 牡3青 56

55 ☆木幡 巧也ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 新ひだか 前田ファーム 476＋ 62：20．13 340．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 30，461，900円 複勝： 37，841，400円 枠連： 11，298，900円
馬連： 40，561，200円 馬単： 20，388，600円 ワイド： 31，415，900円
3連複： 59，669，600円 3連単： 72，556，600円 計： 304，194，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 260円 � 160円 � 250円 枠 連（2－6） 1，790円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 3，700円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，210円 �� 670円

3 連 複 ��� 4，340円 3 連 単 ��� 23，630円

票 数

単勝票数 計 304619 的中 � 28195（4番人気）
複勝票数 計 378414 的中 � 34102（5番人気）� 72292（2番人気）� 36001（4番人気）
枠連票数 計 112989 的中 （2－6） 4865（8番人気）
馬連票数 計 405612 的中 �� 18811（6番人気）
馬単票数 計 203886 的中 �� 4127（14番人気）
ワイド票数 計 314159 的中 �� 12459（6番人気）�� 6399（16番人気）�� 12333（7番人気）
3連複票数 計 596696 的中 ��� 10301（19番人気）
3連単票数 計 725566 的中 ��� 2226（77番人気）

ハロンタイム 12．9―10．8―11．8―13．3―13．0―13．3―12．6―12．2―12．3―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―23．7―35．5―48．8―1：01．8―1：15．1―1：27．7―1：39．9―1：52．2―2：03．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．8
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ド レ ー ク �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．11．26 京都2着

2015．5．13生 牡3鹿 母 ディアアドマイヤ 母母 マリスターⅡ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ネル号
（非抽選馬） 3頭 マルヨマンボ号・ラッキーチョウサン号・リベラシオン号

02008 1月13日 晴 稍重 （30中京1）第1日 第8競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時45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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

713 スズカフューラー 牡4栗 56 藤岡 佑介永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 428＋ 21：52．6 2．7�
816 テイルバック 牡4青鹿56 松若 風馬新井 康司氏 杉山 晴紀 日高 本間牧場 B484＋ 21：52．81� 33．9�
510� ナポレオンズワード �5黒鹿 57

54 ▲藤田菜七子 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 上原 博之 新冠 岩見牧場 482＋ 21：52．9� 9．0�

24 レッドウィズダム 牡5鹿 57 北村 友一 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 新ひだか 乾 皆雄 502＋ 21：53．0� 7．7�
611 エジステンツァ 牡4鹿 56

55 ☆木幡 巧也 �社台レースホース小島 太 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 494－ 21：53．42� 99．6	

815 アドマイヤプリヴ 牡4青鹿56 藤岡 康太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 444－ 21：53．61� 3．6

59 ヒルノアトラーニ 牡4青鹿56 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 新冠 村田牧場 522＋101：53．7クビ 10．2�
48 エルメネジルド 牡6鹿 57 中谷 雄太飯田 正剛氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 B498＋12 〃 ハナ 100．2�
35 アルマシャール 牡4鹿 56

53 ▲富田 暁コウトミックレーシング 佐々木晶三 浦河 バンブー牧場 504－ 21：54．12� 25．8
47 プライズコレクター 牡5栗 57 吉田 隼人�明栄商事 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 498＋ 4 〃 アタマ 29．5�
36 � フッカツノノロシ 牡5黒鹿57 	島 克駿福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 前田 宗将 514＋ 61：54．2� 15．9�
12 ミラクルユニバンス 牡5栗 57 池添 謙一亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 442± 01：54．52 39．6�
612 トウシンタイガー �5鹿 57

55 △森 裕太朗�サトー 山内 研二 千歳 社台ファーム 512＋201：54．81� 154．4�
23 サンライズチャージ 牡4鹿 56 松山 弘平松岡 隆雄氏 平田 修 浦河 梅田牧場 500± 01：55．11� 37．6�
11 ハイクアウト 牡4鹿 56 古川 吉洋�ノースヒルズ 浜田多実雄 新ひだか 土居牧場 502＋241：56．37 38．5�
714 タガノインペーロ 牡5鹿 57

54 ▲横山 武史八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 502－ 21：56．72� 161．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，021，000円 複勝： 32，566，300円 枠連： 12，166，000円
馬連： 43，220，600円 馬単： 21，002，200円 ワイド： 31，743，400円
3連複： 62，654，400円 3連単： 75，207，300円 計： 304，581，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 160円 � 720円 � 270円 枠 連（7－8） 470円

馬 連 �� 4，770円 馬 単 �� 8，320円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 580円 �� 4，070円

3 連 複 ��� 11，140円 3 連 単 ��� 55，180円

票 数

単勝票数 計 260210 的中 � 76100（1番人気）
複勝票数 計 325663 的中 � 71102（1番人気）� 8976（11番人気）� 29985（5番人気）
枠連票数 計 121660 的中 （7－8） 20000（1番人気）
馬連票数 計 432206 的中 �� 7010（15番人気）
馬単票数 計 210022 的中 �� 1892（27番人気）
ワイド票数 計 317434 的中 �� 5236（17番人気）�� 15058（3番人気）�� 1906（45番人気）
3連複票数 計 626544 的中 ��� 4217（34番人気）
3連単票数 計 752073 的中 ��� 988（165番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―37．4―50．0―1：02．4―1：15．0―1：27．9―1：39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．6
1
3

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

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

スズカフューラー �
�
父 スズカフェニックス �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．7．30 小倉7着

2014．3．15生 牡4栗 母 スズカフローラ 母母 ブリイジースズカ 20戦2勝 賞金 28，600，000円
〔騎手変更〕 ミラクルユニバンス号の騎手川又賢治は，負傷のため池添謙一に変更。
〔発走状況〕 内柵整備のため発走時刻4分遅延。



02009 1月13日 晴 良 （30中京1）第1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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

611 モ ザ イ ク 牡4黒鹿56 中谷 雄太吉田 和美氏 奥村 豊 新ひだか 本桐牧場 460＋ 62：02．7 26．3�
47 ローズクランス 牡5鹿 57 津村 明秀グリーンフィールズ� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 512＋ 42：03．02 20．5�
713 ナリタゴールド �6鹿 57

54 ▲富田 暁�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 426＋ 2 〃 ハナ 10．5�
48 アドマイヤアロマ 牝7栗 55 藤岡 佑介近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 458＋ 42：03．1クビ 16．0�
23 シェアザモーメント 牡4鹿 56 松若 風馬 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 464－ 6 〃 ハナ 24．8	
817 ダノンロマン 牡4黒鹿56 北村 友一�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 458＋ 4 〃 クビ 4．1

510 デルマオギン 牝5鹿 55 松山 弘平浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 476＋ 42：03．2クビ 18．8�
36 � ウインガーネット 牝5黒鹿55 中井 裕二�ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム 514＋ 6 〃 クビ 19．2�
12 ピースマインド 牡5鹿 57 川須 栄彦小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 460＋ 8 〃 アタマ 6．3
24 ライトオブピース 牡4鹿 56 M．デムーロ前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474± 02：03．41� 2．8�
818 シ ン デ ン 牡4鹿 56

55 ☆木幡 巧也ケンレーシング組合 牧 光二 日高 山際 辰夫 484＋ 22：03．6� 41．1�
816 コスモスピード 牡4鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 登別 青藍牧場 452＋ 4 〃 アタマ 69．2�
715 アルティマヒート 牝5栗 55 池添 謙一 �キャロットファーム 平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋122：03．7� 80．0�
612 ジ ャ コ マ ル 牡4鹿 56

53 ▲横山 武史晴間 初栄氏 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 460± 0 〃 アタマ 40．1�
11 ゴールドエフォート 牝5栗 55

53 △森 裕太朗 �シルクレーシング 田島 俊明 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458＋142：04．12� 75．8�

59 ウインシトリン 牝4黒鹿54 吉田 隼人�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 444＋ 22：04．31� 52．9�
35 � クラシカルチュチュ 牝5青鹿55 幸 英明鈴木 史郎氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 468－ 52：04．4� 224．1�
714� プレミアムゲーム 牝4黒鹿54 酒井 学山口 正行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 三石橋本牧場 502＋ 92：04．61� 272．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 28，321，600円 複勝： 34，332，300円 枠連： 12，848，100円
馬連： 49，034，500円 馬単： 23，637，100円 ワイド： 35，343，800円
3連複： 68，663，200円 3連単： 86，197，500円 計： 338，378，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，630円 複 勝 � 610円 � 680円 � 320円 枠 連（4－6） 5，110円

馬 連 �� 15，460円 馬 単 �� 33，960円

ワ イ ド �� 4，040円 �� 2，840円 �� 2，750円

3 連 複 ��� 33，110円 3 連 単 ��� 297，580円

票 数

単勝票数 計 283216 的中 � 8606（10番人気）
複勝票数 計 343323 的中 � 14250（8番人気）� 12519（9番人気）� 31259（4番人気）
枠連票数 計 128481 的中 （4－6） 1946（24番人気）
馬連票数 計 490345 的中 �� 2457（49番人気）
馬単票数 計 236371 的中 �� 522（109番人気）
ワイド票数 計 353438 的中 �� 2244（45番人気）�� 3215（34番人気）�� 3330（33番人気）
3連複票数 計 686632 的中 ��� 1555（109番人気）
3連単票数 計 861975 的中 ��� 210（907番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―13．1―13．0―12．7―12．2―12．0―11．8―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．6―37．7―50．7―1：03．4―1：15．6―1：27．6―1：39．4―1：50．8

コーナー
通過順位

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

モ ザ イ ク �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2016．12．3 中山1着

2014．5．8生 牡4黒鹿 母 キョウモヨロシク 母母 シートゥシャイニングシー 11戦2勝 賞金 21，544，000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） 2頭 アルケミスト号・サッチン号
（非抽選馬） 1頭 マイネルザウバア号

02010 1月13日 晴 良 （30中京1）第1日 第10競走 ��1，400�
し ょ う な い が わ

庄 内 川 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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 455，000円 130，000円 65，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

11 コウエイダリア 牝4黒鹿54 松若 風馬伊東 政清氏 山内 研二 日高 浜本牧場 496＋181：21．6 70．4�
612 キャスパリーグ 牝4鹿 54 松山 弘平杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 444＋121：21．7� 4．1�
713 ダノンブライト 牡6青鹿57 M．デムーロ�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 472－ 41：21．91� 2．8�
47 ショウナンタイザン 牡5黒鹿57 藤岡 康太国本 哲秀氏 梅田 智之 浦河 秋場牧場 508＋10 〃 ハナ 4．7�
24 エイシンミノアカ 牝5黒鹿55 丸山 元気�栄進堂 坂口 正則 浦河 高野牧場 448± 01：22．11 13．8�
36 エスジープログレス 牡6栗 57 幸 英明竹下千亜子氏 西浦 勝一 日高 山際 辰夫 478－ 4 〃 クビ 29．6	
816 ナタリーバローズ 牝5鹿 55 北村 友一猪熊 広次氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 476＋22 〃 アタマ 58．6

48 タイセイブレーク �4栗 56 古川 吉洋田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 514＋ 81：22．2	 10．1�
714
 センターフォワード �5鹿 57 岩崎 翼馬場 祥晃氏 斉藤 崇史 日高 ファーミングヤナキタ 466＋ 21：22．3	 26．0�
715 エイブルボス 牡6黒鹿57 横山 武史中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 山際牧場 476－ 4 〃 クビ 78．2
59 プラトリーナ 牝5鹿 55 津村 明秀 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 412＋ 81：22．4クビ 26．6�
818 インシュラー �4鹿 56 伊藤 工真 �シルクレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 450± 0 〃 アタマ 15．8�
510
 コスモリョウゲツ 牡4鹿 56 丹内 祐次杉浦 和也氏 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 440－ 4 〃 アタマ 136．5�
611
 ナンヨービーナス 牝4鹿 54 吉田 隼人中村 德也氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 506－ 21：22．5	 64．1�
23 ア オ イ ソ ラ 牡5鹿 57 長岡 禎仁�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 500－ 2 〃 ハナ 195．4�
817 ウインクレド 牡5鹿 57 中井 裕二�ウイン 飯田 雄三 新ひだか 平野牧場 504－ 21：22．6	 99．5�
35 ゼーリムニル 牝5鹿 55 中谷 雄太一村 哲也氏 �島 一歩 日高 高山牧場 488＋121：22．92 101．2�
12 
 クリノヴェルサイユ 牝5鹿 55 川須 栄彦栗本 博晴氏 高市 圭二 様似 様似渡辺牧場 438± 01：23．11� 109．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，808，500円 複勝： 44，418，900円 枠連： 18，981，200円
馬連： 70，526，900円 馬単： 34，722，500円 ワイド： 48，801，300円
3連複： 100，983，500円 3連単： 133，508，400円 計： 485，751，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，040円 複 勝 � 1，110円 � 140円 � 140円 枠 連（1－6） 7，700円

馬 連 �� 18，590円 馬 単 �� 59，050円

ワ イ ド �� 4，650円 �� 3，210円 �� 290円

3 連 複 ��� 12，380円 3 連 単 ��� 159，190円

票 数

単勝票数 計 338085 的中 � 3841（12番人気）
複勝票数 計 444189 的中 � 6176（12番人気）� 101249（1番人気）� 96567（2番人気）
枠連票数 計 189812 的中 （1－6） 1909（23番人気）
馬連票数 計 705269 的中 �� 2940（45番人気）
馬単票数 計 347225 的中 �� 441（115番人気）
ワイド票数 計 488013 的中 �� 2432（45番人気）�� 3557（33番人気）�� 50670（1番人気）
3連複票数 計1009835 的中 ��� 6114（36番人気）
3連単票数 計1335084 的中 ��� 608（427番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．4―11．7―11．5―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―34．9―46．6―58．1―1：09．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コウエイダリア �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2016．7．24 中京13着

2014．5．2生 牝4黒鹿 母 ツルマルアイ 母母 サンデーアイ 10戦2勝 賞金 19，955，000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 アンジェリー号
（非抽選馬） 2頭 サーストンアクセス号・ネオヴィットーリア号



02011 1月13日 晴 良 （30中京1）第1日 第11競走
第55回農林水産省賞典

��2，000�愛 知 杯（ＧⅢ）
発走15時25分 （芝・左）
牝，4歳以上，29．1．14以降30．1．8まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；
負担重量は，ハンデキャップ

農林水産大臣賞・愛知県知事賞（1着）
賞 品

本 賞 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 651，000円 186，000円 93，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

510 エテルナミノル 牝5黒鹿54 四位 洋文吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 458＋ 82：00．1 11．6�
48 � レイホーロマンス 牝5鹿 51 岩崎 翼永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 420＋ 22：00．2� 25．1�
47 マキシマムドパリ 牝6芦 56 藤岡 佑介 �グリーンファーム松元 茂樹 千歳 社台ファーム 458± 02：00．41� 4．4�
24 リ カ ビ ト ス 牝4鹿 51 吉田 隼人 �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 424＋ 22：00．5� 7．3�
23 メイズオブオナー 牝4鹿 50 松若 風馬 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 460＋ 62：00．6� 9．8	
611 シ ャ ル ー ル 牝6栗 54 北村 友一 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 8 〃 クビ 68．8

818 ワンブレスアウェイ 牝5黒鹿54 津村 明秀 �サンデーレーシング 古賀 慎明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－ 2 〃 同着 19．2�
816 ハッピーユニバンス 牝6黒鹿52 池添 謙一亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 490＋18 〃 ハナ 43．0�
817 アンドリエッテ 牝6鹿 52 	島 克駿永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 462－ 6 〃 ハナ 34．2
59 キンショーユキヒメ 牝5芦 53 秋山真一郎礒野日出夫氏 中村 均 千歳 社台ファーム 522＋202：00．7クビ 7．6�
12 ギ モ ー ヴ 牝5鹿 52 藤岡 康太吉田 和美氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 472－ 6 〃 クビ 15．4�
11 ゲ ッ カ コ ウ 牝5黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新ひだか 斉藤スタッド 478＋ 22：00．8� 22．1�
714 クィーンチャーム 牝6黒鹿53 中谷 雄太 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 440± 02：00．9� 95．4�
36 ブラックオニキス 牝4青鹿52 松山 弘平岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 広富牧場 420－ 4 〃 ハナ 37．3�
715 ロッカフラベイビー 牝6黒鹿53 古川 吉洋山田 弘氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 466＋ 22：01．21� 99．2�
612 クインズミラーグロ 牝6黒鹿54 幸 英明 �クイーンズ・ランチ 和田 正道 浦河 富田牧場 460－ 22：01．83� 20．2�
35 
 タニノアーバンシー 牝5黒鹿52 M．デムーロ谷水 雄三氏 角居 勝彦 英 Yuzo Tani-

mizu 518＋ 22：02．75 5．5�
713 コパノマリーン 牝5鹿 51 井上 敏樹小林 祥晃氏 斎藤 誠 日高 ヤナガワ牧場 446－18 （競走中止） 37．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 157，444，700円 複勝： 236，333，500円 枠連： 122，206，300円
馬連： 546，452，000円 馬単： 176，401，600円 ワイド： 310，289，300円
3連複： 1，030，751，700円 3連単： 1，148，980，900円 計： 3，728，860，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 380円 � 610円 � 180円 枠 連（4－5） 1，000円

馬 連 �� 13，120円 馬 単 �� 22，260円

ワ イ ド �� 4，130円 �� 1，100円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 16，650円 3 連 単 ��� 121，160円

票 数

単勝票数 計1574447 的中 � 108276（6番人気）
複勝票数 計2363335 的中 � 147266（6番人気）� 85037（11番人気）� 424734（1番人気）
枠連票数 計1222063 的中 （4－5） 93787（2番人気）
馬連票数 計5464520 的中 �� 32268（53番人気）
馬単票数 計1764016 的中 �� 5942（89番人気）
ワイド票数 計3102893 的中 �� 18893（56番人気）�� 74619（7番人気）�� 43935（20番人気）
3連複票数 計10307517 的中 ��� 46406（49番人気）
3連単票数 計11489809 的中 ��� 6875（393番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―12．1―12．3―12．4―12．6―12．1―11．8―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．5―35．6―47．9―1：00．3―1：12．9―1：25．0―1：36．8―1：48．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エテルナミノル �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．2．6 京都2着

2013．5．24生 牝5黒鹿 母 ダイワジェラート 母母 ビューティーメイク 19戦6勝 賞金 131，066，000円
〔競走中止〕 コパノマリーン号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 レイホーロマンス号の騎手岩崎翼は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

クインズミラーグロ号の騎手幸英明は，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：11番）
※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 サンタフェチーフ号

02012 1月13日 晴 稍重 （30中京1）第1日 第12競走 ��1，400�
い ら ご

伊 良 湖 特 別
発走16時00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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

56 ダンツゴウユウ 牡4栗 56 酒井 学山元 哲二氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 470－ 21：24．1 5．9�
812 カ ネ ノ イ ロ 牡5鹿 57 丸山 元気江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 488± 01：24．31� 9．1�
69 メイショウラケーテ 牡4黒鹿56 池添 謙一松本 好�氏 松永 昌博 新ひだか 稲葉牧場 466＋ 4 〃 クビ 28．3�
22 ク ラ シ コ 牡6鹿 57 M．デムーロ林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 522＋101：24．4クビ 1．9�
710 テイエムグッドマン 牡4鹿 56 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 本桐牧場 502± 0 〃 クビ 10．0�
57 エ ク ス シ ア 牝7鹿 55 川須 栄彦岡田 牧雄氏 大江原 哲 新冠 須崎牧場 438＋ 21：24．5� 83．2	
68 バシレウスライオン 牡5鹿 57 中谷 雄太ライオンレースホース
 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 484＋ 61：24．92� 21．2�
711 ブ ル ー ミ ン 牝4黒鹿54 松若 風馬佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 	川 啓一 454－ 81：25．11� 17．4�
44 ヴィーナスフローラ 牝4栗 54 藤岡 康太大塚 亮一氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋ 61：25．2クビ 6．3
45 コスモピーコック 牝6鹿 55 松山 弘平 �ビッグレッドファーム 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 492＋ 21：25．94 118．2�
813 グランアラミス 
6栗 57 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 池田牧場 B486－ 41：26．0� 113．7�
11 セ ン グ ウ 牝6栗 55 岩崎 翼重松 國建氏 加藤 敬二 浦河 榊原 敏明 482± 01：28．4大差 37．9�
33 カ メ ッ ト 牡7栗 57 幸 英明林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 466－ 61：29．78 79．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 51，730，500円 複勝： 84，803，600円 枠連： 22，027，200円
馬連： 97，348，700円 馬単： 55，261，500円 ワイド： 62，296，200円
3連複： 130，147，500円 3連単： 226，521，300円 計： 730，136，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 230円 � 310円 � 760円 枠 連（5－8） 2，580円

馬 連 �� 2，670円 馬 単 �� 5，210円

ワ イ ド �� 870円 �� 2，450円 �� 3，250円

3 連 複 ��� 18，670円 3 連 単 ��� 91，790円

票 数

単勝票数 計 517305 的中 � 69264（2番人気）
複勝票数 計 848036 的中 � 111351（2番人気）� 72844（4番人気）� 24729（8番人気）
枠連票数 計 220272 的中 （5－8） 6610（9番人気）
馬連票数 計 973487 的中 �� 28250（10番人気）
馬単票数 計 552615 的中 �� 7941（14番人気）
ワイド票数 計 622962 的中 �� 19194（8番人気）�� 6432（25番人気）�� 4821（30番人気）
3連複票数 計1301475 的中 ��� 5227（54番人気）
3連単票数 計2265213 的中 ��� 1789（266番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―34．8―47．1―59．9―1：11．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F37．0
3 ・（3，11）（9，13）（2，5）12（4，7）（8，10）（1，6） 4 ・（3，11，9）（2，5，13）12（4，7）10（8，6）1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダンツゴウユウ �
�
父 バンブーエール �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2016．11．5 京都7着

2014．4．18生 牡4栗 母 チョウカイクリス 母母 クリスタルトロフィ 17戦3勝 賞金 36，033，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔その他〕 セングウ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カメット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年2月13日まで平地競走に出

走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 セングウ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年2月13日まで出走できない。



（30中京1）第1日 1月13日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 188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
厩務員出走奨励金

238，030，000円
13，090，000円
2，110，000円
28，140，000円
73，689，000円
6，823，600円
1，804，800円

勝馬投票券売得金
436，847，400円
658，019，000円
250，693，300円
1，033，415，200円
437，662，500円
658，769，800円
1，721，616，300円
2，114，335，900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 7，311，359，400円

総入場人員 11，415名 （有料入場人員 8，767名）
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