
02035 1月24日 晴 稍重 （27中京1）第3日 第11競走 ��
��1，200�中京スポニチ賞

発走15時25分 （芝・左）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

中京スポニチ賞（1着）
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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

46 ワ ー ル ン ガ 牡5栗 57 勝浦 正樹 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 450± 01：11．0 6．2�

23 サンライズポパイ 牡7鹿 57 国分 優作松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 480± 01：11．32 38．0�
11 ローズミラクル 牡5青鹿57 小崎 綾也 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 542＋ 21：11．4� 6．8�
59 ライブリシュネル 牡5鹿 57 藤懸 貴志加藤 哲郎氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 2 〃 ハナ 23．3�
34 トウシンムサシ 牡4栗 56 吉田 隼人�サトー 山内 研二 日高 増尾牧場 460－ 41：11．5クビ 6．5	
58 	 コスモグラウベ 牡4黒鹿56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 西園 正都 米 Ron

McCauley 460＋ 2 〃 ハナ 12．4

815
 リバティーホール 牝6鹿 55 丸山 元気吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 B458－ 21：11．81� 110．5�
47 アブマーシュ 牝6鹿 55 古川 吉洋伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン

牧場 494＋ 61：11．9� 14．5�
611 ヒカリトリトン 牡7鹿 57 松田 大作�ヒカリクラブ 谷 潔 日高 中川牧場 508－ 61：12．0� 53．8
814 アドマイヤサブリナ 牝5芦 55 藤岡 康太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 452－ 2 〃 クビ 5．0�
713 スターマイン 牡6青 57 津村 明秀�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント 500＋ 81：12．1� 20．1�
22 ヤマニンファラオ 牡6栗 57 石神 深一土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 470－161：12．73� 112．1�
35 サンブルエミューズ 牝5栗 55 川須 栄彦 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：13．33� 5．0�
712 サチノクイーン 牝4鹿 54 熊沢 重文佐藤 勝士氏 服部 利之 浦河トラストスリーファーム B470± 0 〃 クビ 12．9�
610 ミラクルアイドル 牝4黒鹿54 西田雄一郎玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 460＋ 61：14．68 78．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 37，270，500円 複勝： 53，195，200円 枠連： 35，601，800円
馬連： 137，499，000円 馬単： 62，236，900円 ワイド： 57，328，800円
3連複： 184，018，300円 3連単： 270，234，600円 計： 837，385，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 240円 � 880円 � 290円 枠 連（2－4） 6，160円

馬 連 �� 11，690円 馬 単 �� 19，400円

ワ イ ド �� 3，140円 �� 880円 �� 4，180円

3 連 複 ��� 26，500円 3 連 単 ��� 155，980円

票 数

単勝票数 計 372705 的中 � 47579（3番人気）
複勝票数 計 531952 的中 � 64362（3番人気）� 13361（11番人気）� 49409（5番人気）
枠連票数 計 356018 的中 （2－4） 4475（21番人気）
馬連票数 計1374990 的中 �� 9115（39番人気）
馬単票数 計 622369 的中 �� 2405（73番人気）
ワイド票数 計 573288 的中 �� 4606（40番人気）�� 17467（8番人気）�� 3448（48番人気）
3連複票数 計1840183 的中 ��� 5207（87番人気）
3連単票数 計2702346 的中 ��� 1256（501番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．3―11．9―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．5―46．4―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワ ー ル ン ガ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Forest Wildcat デビュー 2013．2．3 京都1着

2010．3．17生 牡5栗 母 カトゥーンバ 母母 Elizabeth Bay 18戦4勝 賞金 62，174，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミラクルアイドル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年2月24日まで平地競

走に出走できない。

02036 1月24日 晴 稍重 （27中京1）第3日 第12競走 ��
��2，200�

か な や ま

金 山 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 9，100，000円 3，600，000円 2，300，000円 1，400，000円 910，000円
付 加 賞 469，000円 134，000円 67，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．5
2：10．0

良
良

36 プランスペスカ 牡5鹿 57 熊沢 重文山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 B466－ 22：16．9 8．9�
11 メドウラーク 牡4鹿 56 松田 大作吉田 勝己氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 500－ 6 〃 アタマ 4．5�
815 シ ホ ウ 牡4鹿 56 川須 栄彦�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 512＋ 62：17．11� 13．8�
47 ジューヴルエール 牡5黒鹿57 吉田 隼人 �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 484＋ 82：17．31	 60．5�
611 ペンタトニック 牡4栗 56 藤岡 康太吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 488± 02：17．51	 5．3�
48 カムイミンタラ 牡5鹿 57 勝浦 正樹 �社台レースホース高木 登 千歳 社台ファーム 502－ 22：17．71 2．5	
714
 スリーヴェローチェ 牡6鹿 57 水口 優也永井商事
 石橋 守 新ひだか 武 牧場 462－102：18．12� 124．8�
612 ディープウェーブ 牡5青鹿57 高田 潤万波 健二氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432－ 22：18．31	 20．7�
713
 モンテエクリプス 牡6鹿 57 小崎 綾也毛利 喜昭氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 460－ 22：18．51 12．6
12 ハイプレッシャー 牡4黒鹿56 国分 優作
ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 520＋122：18．82 38．1�
510
 ジェットソング 牡5黒鹿57 津村 明秀橋元 勇氣氏 野中 賢二 安平 追分ファーム 448± 02：18．9クビ 47．1�
24 センショウゴールド 牡4黒鹿56 原田 和真齊藤 宣勝氏 戸田 博文 新ひだか 前川 正美 420－ 22：19．0� 43．1�
59 ペプチドウインド 牡5鹿 57 畑端 省吾沼川 一彦氏 作田 誠二 浦河 杵臼牧場 480－ 22：19．21	 227．7�
817
 ニューコネクション 牡8栗 57 西田雄一郎吉橋 計氏 石毛 善彦 新冠 新冠橋本牧場 494－ 32：19．3� 270．6�
816 デンコウセキトバ 牡4黒鹿56 古川 吉洋田中 康弘氏 本田 優 新ひだか 服部 牧場 514＋162：19．4� 115．3�
23 マイネルフレスコ 牡4栗 56 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 480± 02：19．61 83．3�
35 ノーブルプラネット 牡4青鹿56 丸山 元気 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 458－ 22：20．02� 50．7�

（17頭）

売 得 金
単勝： 35，385，100円 複勝： 48，694，000円 枠連： 21，611，500円
馬連： 78，710，400円 馬単： 39，998，000円 ワイド： 39，544，400円
3連複： 99，481，700円 3連単： 159，111，500円 計： 522，536，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 240円 � 170円 � 350円 枠 連（1－3） 1，890円

馬 連 �� 2，340円 馬 単 �� 5，210円

ワ イ ド �� 860円 �� 2，300円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 12，410円 3 連 単 ��� 68，950円

票 数

単勝票数 計 353851 的中 � 31806（4番人気）
複勝票数 計 486940 的中 � 51997（4番人気）� 85797（2番人気）� 31179（6番人気）
枠連票数 計 216115 的中 （1－3） 8836（8番人気）
馬連票数 計 787104 的中 �� 25976（7番人気）
馬単票数 計 399980 的中 �� 5754（17番人気）
ワイド票数 計 395444 的中 �� 12186（8番人気）�� 4317（23番人気）�� 6929（13番人気）
3連複票数 計 994817 的中 ��� 6011（36番人気）
3連単票数 計1591115 的中 ��� 1673（198番人気）

ハロンタイム 12．3―12．0―12．3―13．3―13．1―12．5―12．4―12．6―12．1―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．3―24．3―36．6―49．9―1：03．0―1：15．5―1：27．9―1：40．5―1：52．6―2：04．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．4
1
3
16，15，6，7，1（4，14）10（13，17）5（9，12）－8，2，11－3
16（6，15）7，1（10，4，14）（13，12）17（5，9）8（11，2，3）

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

勝馬の
紹 介

プランスペスカ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．11．25 京都4着

2010．5．8生 牡5鹿 母 ダンシングドミニア 母母 ダナグルーム 30戦3勝 賞金 49，634，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 シホウ号の騎手川須栄彦は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：14番・13番・10番・5

番・4番）
プランスペスカ号の騎手熊沢重文は，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：1番）
メドウラーク号の騎手松田大作は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番）


