
02017 1月20日 晴 良 （25中京1）第2日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11時50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
1：20．0
1：19．0

良
良

714 ケイアイヴァーゲ 牡3鹿 56 和田 竜二亀田 和弘氏 白井 寿昭 浦河 日進牧場 440＋ 21：22．7 16．6�
715 ケイアイアラシ 牡3栗 56 丸田 恭介亀田 和弘氏 田村 康仁 浦河 富田牧場 498－ 41：22．8� 4．1�
35 キタサンイナズマ 牡3青鹿56 横山 典弘�大野商事 昆 貢 新冠 村田牧場 486＋ 4 〃 ハナ 6．9�
510 ジンセイハオマツリ 牡3黒鹿56 浜中 俊小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 478－ 41：23．01� 13．1�
11 デンコウリキ 牡3黒鹿56 武 幸四郎田中 康弘氏 小野 幸治 様似 中脇 一幸 492± 01：23．1クビ 4．1�
713 デンコウスカイ 牝3鹿 54 幸 英明田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 470± 01：23．2� 16．9	
24 ペリドットムーン 牡3鹿 56 津村 明秀星野 壽市氏 相沢 郁 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 61：23．3クビ 14．4

12 オスカルアンドラス 牡3鹿 56 C．ルメール �ターフ・スポート加藤 征弘 浦河 市川フアーム 472－ 4 〃 ハナ 10．5�

（仏）

48 ア ス カ メ イ 牝3鹿 54 丸山 元気上野 武氏 本間 忍 新ひだか 片山牧場 486＋ 2 〃 クビ 112．9�
36 カーヴィシャス 牝3黒鹿54 岩田 康誠 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 448－ 41：24．04 10．8
59 マイネライムライト 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 天間 昭一 新冠 コスモヴューファーム 428－ 2 〃 クビ 14．0�
817 サトノピアー 牡3青鹿56 的場 勇人里見 治氏 的場 均 安平 追分ファーム 490－ 21：24．21 15．7�
816 キャノンボール �3栗 56 柴山 雄一�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 450－ 61：24．41� 208．4�
23 ダイメイホーム 牡3栗 56 西田雄一郎宮本 孝一氏 本間 忍 浦河 梅田牧場 490－ 21：24．61� 388．4�
612 メローアップル 牝3鹿 54

52 △西村 太一�下河辺牧場 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 430＋ 4 〃 クビ 354．9�
611 パルテンツァ 牝3青鹿54 松山 弘平伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン

牧場 404－121：25．02� 100．5�
818 デンコウシラヌイ 牡3鹿 56 太宰 啓介田中 康弘氏 坂口 正則 平取 コアレススタッド 446＋281：25．2� 150．7�

（17頭）
47 ウインドエーデル 牡3鹿 56

53 ▲菱田 裕二福原 正博氏 鈴木 孝志 新ひだか 岡田スタツド ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 17，740，600円 複勝： 32，772，400円 枠連： 14，541，700円
馬連： 34，967，200円 馬単： 21，241，800円 ワイド： 18，423，700円
3連複： 50，680，100円 3連単： 72，076，300円 計： 262，443，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，660円 複 勝 � 440円 � 150円 � 250円 枠 連（7－7） 1，320円

馬 連 �� 2，850円 馬 単 �� 7，000円

ワ イ ド �� 980円 �� 2，490円 �� 570円

3 連 複 ��� 8，230円 3 連 単 ��� 70，090円

票 数

単勝票数 差引計 177406（返還計 171） 的中 � 8449（10番人気）
複勝票数 差引計 327724（返還計 178） 的中 � 15137（10番人気）� 78607（1番人気）� 31417（3番人気）
枠連票数 差引計 145417（返還計 4 ） 的中 （7－7） 8169（7番人気）
馬連票数 差引計 349672（返還計 675） 的中 �� 9067（11番人気）
馬単票数 差引計 212418（返還計 593） 的中 �� 2240（31番人気）
ワイド票数 差引計 184237（返還計 596） 的中 �� 4639（12番人気）�� 1731（37番人気）�� 8487（2番人気）
3連複票数 差引計 506801（返還計 2591） 的中 ��� 4548（23番人気）
3連単票数 差引計 720763（返還計 3344） 的中 ��� 759（274番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．3―11．8―12．1―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．2―34．5―46．3―58．4―1：10．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F36．4
3 2，10，13－14－（5，6，9）（1，4，11，18）－（8，17）－（3，15）（12，16） 4 2，10，13，14（5，6，9）（1，4，11）（8，18）17（3，15）（12，16）

勝馬の
紹 介

ケイアイヴァーゲ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2012．12．8 阪神2着

2010．3．19生 牡3鹿 母 イ ソ シ ギ 母母 テ ン ド ラ ー 3戦1勝 賞金 8，300，000円
〔出走取消〕 ウインドエーデル号は，疾病〔左寛跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 ケイアイヴァーゲ号の騎手和田竜二は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：10番・

2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 コスモロックダンス号
（非抽選馬） 1頭 ガロファニーノ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

02018 1月20日 晴 良 （25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
2：00．4
1：56．1

良
良

11 ディープストーリー 牝3青 54 浜中 俊有限会社シルク藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 434 ―2：04．4 1．6�
48 キョウエイリリック 牝3鹿 54 丸田 恭介田中 晴夫氏 伊藤 伸一 新ひだか 藤沢牧場 488 ―2：04．5� 90．8�
12 ルミアージュ 牝3栗 54 幸 英明 �サンデーレーシング 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 502 ― 〃 クビ 5．8�
714 エーシンカオルーン 牡3黒鹿56 岩田 康誠�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 478 ―2：04．71� 17．4�
715 エーシンアプローズ 牡3黒鹿56 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 浦河 まるとみ冨岡牧場 494 ―2：05．01� 62．2	
23 アドマイヤライン 牡3青鹿56 丸山 元気近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 440 ―2：05．1クビ 12．6

36 タガノレイサッシュ 牡3黒鹿56 北村 友一八木 良司氏 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476 ― 〃 アタマ 29．0�
35 ディアリヴァル 牝3青鹿54 藤岡 佑介ディアレスト 水野 貴広 新ひだか 大典牧場 454 ―2：05．2クビ 165．8�
59 エーブドラエモン 牡3鹿 56 柴山 雄一 �レーシングホース

ジャパン 清水 英克 新ひだか 出羽牧場 452 ― 〃 ハナ 50．8
816 シ ョ ー グ ン 牡3鹿 56 横山 典弘 H.H．シェイク・ハムダン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 620 ―2：05．41	 50．5�
47 スマートパスポート 牝3鹿 54 武 豊大川 徹氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 424 ― 〃 クビ 19．9�
611 マルイチワンダー 牡3栗 56

53 ▲菱田 裕二小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 浦新 徳司 458 ―2：05．61� 267．9�
510 ライブリーゲイト 牡3栗 56 丹内 祐次名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 464 ―2：05．7� 216．7�
612 テイエムオールエー 牡3栗 56 川須 栄彦竹園 正繼氏 柴田 光陽 新ひだか 佐藤 陽一 444 ―2：05．91	 19．9�
713 トップブラボー 牡3芦 56 和田 竜二�コオロ 庄野 靖志 新冠 ヒカル牧場 500 ―2：06．0� 41．6�
817 トーホウスズラン 牝3栗 54 川島 信二東豊物産� 崎山 博樹 日高 竹島 幸治 420 ―2：06．53 162．9�
24 スズカアルプス 牡3栗 56 松山 弘平永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 444 ―2：06．71	 128．4�
818 トレードウィンド 牡3鹿 56 C．ルメール H.R.H．プリンセス・ハヤ 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506 ―2：07．44 15．3�
（仏）

（18頭）

売 得 金
単勝： 19，712，900円 複勝： 31，914，400円 枠連： 10，797，600円
馬連： 24，492，000円 馬単： 21，603，300円 ワイド： 14，647，800円
3連複： 35，181，600円 3連単： 65，849，900円 計： 224，199，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 1，530円 � 160円 枠 連（1－4） 960円

馬 連 �� 9，030円 馬 単 �� 10，830円

ワ イ ド �� 3，040円 �� 250円 �� 5，650円

3 連 複 ��� 13，920円 3 連 単 ��� 77，890円

票 数

単勝票数 計 197129 的中 � 99212（1番人気）
複勝票数 計 319144 的中 � 170701（1番人気）� 2170（14番人気）� 40059（2番人気）
枠連票数 計 107976 的中 （1－4） 8383（5番人気）
馬連票数 計 244920 的中 �� 2002（26番人気）
馬単票数 計 216033 的中 �� 1473（27番人気）
ワイド票数 計 146478 的中 �� 1054（30番人気）�� 17962（1番人気）�� 560（58番人気）
3連複票数 計 351816 的中 ��� 1866（45番人気）
3連単票数 計 658499 的中 ��� 624（191番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．3―36．9―49．5―1：02．0―1：14．8―1：27．6―1：40．0―1：52．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F36．8
1
3

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

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

ディープストーリー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Editor’s Note 初出走

2010．3．27生 牝3青 母 リードストーリー 母母 Gwenjinsky 1戦1勝 賞金 6，000，000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。
（非当選馬） 2頭 サトノトレジャー号・ミストラルシャワー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。


