
02005 1月18日 晴 良 （26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05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 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� コースレコード なし

67 ケイアイドウソジン 牡8鹿 60 江田 勇亮亀田 和弘氏 田村 康仁 新冠 村田牧場 504± 03：40．7 基準タイム 2．7�
22 � エーシンジーライン 牡9黒鹿60 西谷 誠�栄進堂 坂口 正則 米 Winches-

ter Farm 504－ 23：41．01� 5．6�
55 ドリームチャージ 牡5鹿 60 難波 剛健青山 洋一氏 村山 明 日高 野島牧場 468＋18 〃 クビ 10．7�
68 � トーセンタイガー 牡6鹿 60 山本 康志島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B544± 03：41．42	 16．5�
33 タニノマンボ 牡4鹿 59 北沢 伸也谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 482＋ 43：41．71� 7．7	
811 ワンダーエレメント 牝6鹿 58 植野 貴也山本 信行氏 牧田 和弥 浦河 小柳牧場 488＋ 63：42．44 80．0

812� パリスブルー 牝7黒鹿58 草野 太郎 �ブルーマネジメント星野 忍 新冠 川上牧場 450－ 83：42．61
 78．9�
44 � ウォークラウン 牡8鹿 60 林 満明加藤 守氏 中竹 和也 米 Carl Rosen

Associates 510－ 23：43．34 24．9�
56 � セイカペガサス 牡7黒鹿60 大江原 圭久米 大氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 496＋163：43．51
 24．6
79 マンノプロジェクト 牡5鹿 60

57 ▲森 一馬萬野 順啓氏 松元 茂樹 新冠 若林牧場 494＋123：43．71	 15．9�
710 メイショウゾウセン 牡6黒鹿60 熊沢 重文松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 474＋ 23：44．01� 5．7�
11 サウンドアフリート 牡5栗 60 田村 太雅増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 三石橋本牧場 460－ 2 （競走中止） 12．5�
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売 得 金
単勝： 12，234，900円 複勝： 19，007，700円 枠連： 6，664，000円
馬連： 20，818，400円 馬単： 15，305，100円 ワイド： 11，923，200円
3連複： 33，163，500円 3連単： 57，457，300円 計： 176，574，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 180円 � 240円 枠 連（2－6） 690円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 320円 �� 550円 �� 720円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ��� 5，670円

票 数

単勝票数 計 122349 的中 � 36322（1番人気）
複勝票数 計 190077 的中 � 55238（1番人気）� 26536（3番人気）� 16291（5番人気）
枠連票数 計 66640 的中 （2－6） 7220（2番人気）
馬連票数 計 208184 的中 �� 21728（1番人気）
馬単票数 計 153051 的中 �� 9521（1番人気）
ワイド票数 計 119232 的中 �� 10387（1番人気）�� 5224（5番人気）�� 3827（8番人気）
3連複票数 計 331635 的中 ��� 14251（2番人気）
3連単票数 計 574573 的中 ��� 7489（4番人気）
上り 1マイル 1：44．9 4F 51．1－3F 38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ケイアイドウソジン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Cutlass デビュー 2008．11．23 京都3着

2006．4．12生 牡8鹿 母 ブリーダーズフライト 母母 Flight 障害：2戦2勝 賞金 19，000，000円
〔競走中止〕 サウンドアフリート号は，2周目5号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。

02006 1月18日 晴 良 （26中京1）第1日 第6競走 ��2，200�サラブレッド系3歳
発走12時40分 （芝・左）

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

中央レコード
2：11．5
2：10．0

良
良

11 レイズアスピリット 牡3青 56 丸山 元気 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 464－ 62：16．5 11．9�
47 ローレルトルネード 牡3栗 56

54 △藤懸 貴志 �ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 前田牧場 484＋ 62：16．71� 3．1�
12 ウインステージ 牝3栗 54 黛 弘人�ウイン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 374－ 82：16．91� 36．9�
36 オ ミ キ 牡3鹿 56 古川 吉洋幅田 昌伸氏 宮 徹 平取 スガタ牧場 466－ 8 〃 クビ 9．8�
24 アバンダンティア 牝3鹿 54 秋山真一郎永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 516＋102：17．22 7．2	
715 ウインミラグロス 牡3栗 56 吉田 隼人�ウイン 黒岩 陽一 むかわ ヤマイチ牧場 462－ 42：17．3クビ 13．1

59 ロブロイクリス 牡3栗 56 村田 一誠飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 B464± 02：17．61� 181．5�
612 スカイゴールド 牡3栗 56 松山 弘平橋元 勇氣氏 野中 賢二 浦河 笠松牧場 466－ 42：17．92 4．9�
816 パルファイア 牡3栗 56 荻野 琢真 �フジワラ・ファーム 石毛 善彦 新ひだか 西川富岡牧場 466－ 42：18．11� 245．3
611 マイネグリンダ 牝3栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 424－ 4 〃 クビ 105．5�
35 ウインバレリーナ 牝3鹿 54

53 ☆菱田 裕二�ウイン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 406－ 42：18．2� 36．9�
817 ブレイズゴールド 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �キャロットファーム 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 498＋14 〃 ハナ 13．8�
510 デルマチエチャン 牝3栗 54 菅原 隆一浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 日高 ファニーヒルファーム 428－ 22：18．3クビ 264．5�
714 カンタベリーツルギ 牡3鹿 56

54 △杉原 誠人峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 430± 0 〃 クビ 59．8�
713 ユキノプリンス 牡3黒鹿56 勝浦 正樹井上 基之氏 小野 次郎 新ひだか 服部 牧場 448－ 62：18．61� 12．5�
23 ショウナンガラシャ 牝3栗 54 松田 大作国本 哲秀氏 北出 成人 新ひだか 静内フアーム 450－102：18．7クビ 12．5�
48 ブラックグランデ 牡3黒鹿56 高倉 稜大河 裕之氏 的場 均 日高 中川 欽一 462＋ 22：19．23 242．7�
818 ティーパンサー 牡3栗 56 上村 洋行深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 イーストファーム 442－ 82：20．26 203．3�
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売 得 金
単勝： 14，163，200円 複勝： 23，971，600円 枠連： 9，093，800円
馬連： 23，927，600円 馬単： 16，861，400円 ワイド： 15，353，300円
3連複： 35，406，400円 3連単： 53，812，400円 計： 192，589，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 340円 � 170円 � 940円 枠 連（1－4） 1，330円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 3，140円

ワ イ ド �� 700円 �� 7，510円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 28，620円 3 連 単 ��� 152，750円

票 数

単勝票数 計 141632 的中 � 9448（5番人気）
複勝票数 計 239716 的中 � 17259（5番人気）� 51004（1番人気）� 5218（11番人気）
枠連票数 計 90938 的中 （1－4） 5076（7番人気）
馬連票数 計 239276 的中 �� 10831（4番人気）
馬単票数 計 168614 的中 �� 3971（8番人気）
ワイド票数 計 153533 的中 �� 5736（4番人気）�� 480（58番人気）�� 2275（21番人気）
3連複票数 計 354064 的中 ��� 913（84番人気）
3連単票数 計 538124 的中 ��� 260（493番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―12．3―13．8―13．4―12．6―12．3―12．1―12．3―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．0―24．5―36．8―50．6―1：04．0―1：16．6―1：28．9―1：41．0―1：53．3―2：04．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レイズアスピリット �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2013．9．1 新潟5着

2011．4．20生 牡3青 母 ミラクルレイザー 母母 ジェイズミラクル 3戦1勝 賞金 5，700，000円
〔騎手変更〕 カンタベリーツルギ号の騎手田中博康は，病気のため杉原誠人に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 シゲルヒダカ号・ヤマニンジュニパー号
（非抽選馬） 3頭 アタリクジ号・グロリアスヴァレー号・ミュゼエクスプレス号


