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02061 1月28日 曇 稍重 （30中京1）第6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）

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

11 ミスズフリオーソ 牡3栗 56
53 ▲富田 暁永井 啓弍氏 木原 一良 日高 前野牧場 484－ 21：55．9 1．7�

35 ベルクカッツェ 牡3青鹿 56
53 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 根本 康広 新ひだか 水丸牧場 464－ 21：56．0� 30．0�

23 トーセンブレイヴ 牡3黒鹿56 藤岡 康太島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：56．21 4．3�
47 � キャットタング 牝3芦 54 松若 風馬吉田 千津氏 音無 秀孝 米 Brushwood

Stable 444－ 21：56．83� 13．4�
815 ラ ズ ワ ル ド 牡3黒鹿56 北村 友一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 青森 石田 英機 480± 01：57．43� 6．0	
46 クラウンクラシック 牡3芦 56

55 ☆木幡 巧也矢野 恭裕氏 斎藤 誠 日高 クラウン日高牧場 480－ 81：57．5� 80．8

34 アヴィドウィナー 牡3栗 56 太宰 啓介北駿競走馬組合 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 480± 01：57．6� 11．6�
713 カイトチャン 牡3黒鹿56 菅原 隆一本田 恒雄氏 武市 康男 日高 滝本 健二 454－ 81：57．7� 152．5�
22 サウンドコラード 牡3鹿 56

55 ☆義 英真増田 雄一氏 高橋 康之 新ひだか 藤本牧場 516－ 21：58．01� 141．2
59 シゲルワサビ 牡3黒鹿 56

55 ☆小崎 綾也森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 片山牧場 560± 01：58．21 42．5�
58 タガノロッソ 牡3鹿 56 岩崎 翼八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B488＋ 4 〃 ハナ 77．2�
814 エポドスミノル �3黒鹿56 菱田 裕二吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 430－ 41：58．52 48．4�
610 テイエムチャレンジ 牡3栗 56 柴山 雄一竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高テイエム

牧場株式会社 500－ 62：00．110 145．9�
712 ダイメイヒゴ 牝3栗 54 丸田 恭介宮本 孝一氏 石毛 善彦 新冠 村上牧場 390－ 82：00．41� 195．9�
611 ハタノルミエール 牝3栗 54

53 ☆井上 敏樹 �グッドラック・ファーム 石栗 龍彦 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 432－ 62：03．4大差 422．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，034，800円 複勝： 39，152，000円 枠連： 8，422，800円
馬連： 34，555，200円 馬単： 21，200，700円 ワイド： 25，969，300円
3連複： 53，439，500円 3連単： 78，925，900円 計： 282，700，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 310円 � 160円 枠 連（1－3） 490円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 2，350円

ワ イ ド �� 670円 �� 230円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 2，130円 3 連 単 ��� 10，880円

票 数

単勝票数 計 210348 的中 � 94922（1番人気）
複勝票数 計 391520 的中 � 206136（1番人気）� 14435（6番人気）� 41104（3番人気）
枠連票数 計 84228 的中 （1－3） 13190（3番人気）
馬連票数 計 345552 的中 �� 13904（5番人気）
馬単票数 計 212007 的中 �� 6766（7番人気）
ワイド票数 計 259693 的中 �� 9151（8番人気）�� 33806（2番人気）�� 4350（12番人気）
3連複票数 計 534395 的中 ��� 18798（5番人気）
3連単票数 計 789259 的中 ��� 5256（30番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―37．9―51．3―1：03．9―1：16．7―1：30．0―1：42．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．2
1
3
1，15，7（2，3）9－（5，8）（10，12）（6，14）13－4－11
1（15，7，9）3（8，14）（2，5）6，10，13－12，4＝11

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミスズフリオーソ �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 アルカセット デビュー 2017．12．16 中京5着

2015．2．19生 牡3栗 母 マルヨパトリオット 母母 アフレタータ 3戦1勝 賞金 7，700，000円
〔騎手変更〕 タガノロッソ号の騎手菊沢一樹は，第5日第1競走での落馬負傷のため岩崎翼に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハタノルミエール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年2月28日まで平地

競走に出走できない。
※出走取消馬 イグレット号（疾病〔左前挫跖〕のため）

02062 1月28日 曇 稍重 （30中京1）第6日 第2競走 1，400�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
1：21．9
1：21．5

良
不良

12 ナイトスプライト 牝3栗 54
51 ▲富田 暁 �社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 460＋ 41：27．5 8．8�

11 ケイアイテディ 牡3栗 56 北村 友一亀田 和弘氏 池上 昌和 新冠 隆栄牧場 456－ 21：27．71� 3．9�
47 ホーカスポーカス 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 430＋ 41：27．91� 5．1�
816 レインボーボニート 牝3鹿 54 柴山 雄一�三嶋牧場 菊沢 隆徳 浦河 三嶋牧場 456－ 41：28．0クビ 7．9�
36 コマノジャスパ 牡3黒鹿56 藤岡 康太長谷川芳信氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 430－ 21：28．1� 8．7�
35 サンシャンペーン 牡3鹿 56 中井 裕二加藤 信之氏 小野 次郎 厚真 大川牧場 468＋ 41：28．52� 16．7	
815 メルトポイント 牡3栗 56

55 ☆井上 敏樹杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 462－ 21：28．71 36．2

611 エンドゾーンダンス 牡3栗 56 丸山 元気尾上 寿夫氏 金成 貴史 新冠 パカパカ

ファーム 458－ 2 〃 クビ 12．2�
714 カフジユニコーン 牡3鹿 56

54 △森 裕太朗加藤 守氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 488－ 21：28．91� 7．0�
48 マ ン ト ラ 牝3栗 54 杉原 誠人�ミルファーム 的場 均 日高 天羽牧場 456＋ 2 〃 アタマ 57．6
713 スリーミニオン 牡3栗 56 長岡 禎仁永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 B466＋ 21：29．43 21．3�
59 ノボサプライズ 牝3栗 54

53 ☆小崎 綾也�LS.M 天間 昭一 日高 サンバマウン
テンファーム 414± 0 〃 クビ 339．1�

24 アイランドクイーン 牝3鹿 54 松若 風馬大島 豊彦氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 440± 01：29．5クビ 16．3�
23 ブラックチーカ 牝3青 54

51 ▲横山 武史岡田 牧雄氏 田中 剛 新ひだか 岡田スタツド 414－ 41：30．77 221．1�
612 クニサキホイヘンス 牝3栗 54 国分 恭介國島 周夫氏 西橋 豊治 日高 福山牧場 426－121：31．12� 443．5�
510 バトルパルフェ 牝3栗 54 嶋田 純次宮川 秋信氏 尾形 和幸 新冠 石郷岡 雅樹 432＋ 81：33．9大差 527．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，900，200円 複勝： 32，013，200円 枠連： 11，319，500円
馬連： 40，764，700円 馬単： 21，117，200円 ワイド： 30，426，900円
3連複： 63，378，200円 3連単： 66，959，000円 計： 286，878，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 230円 � 160円 � 200円 枠 連（1－1） 1，750円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 3，560円

ワ イ ド �� 680円 �� 820円 �� 580円

3 連 複 ��� 3，300円 3 連 単 ��� 17，440円

票 数

単勝票数 計 209002 的中 � 18971（6番人気）
複勝票数 計 320132 的中 � 32867（4番人気）� 60532（1番人気）� 39186（3番人気）
枠連票数 計 113195 的中 （1－1） 4994（9番人気）
馬連票数 計 407647 的中 �� 17157（3番人気）
馬単票数 計 211172 的中 �� 4442（9番人気）
ワイド票数 計 304269 的中 �� 11543（3番人気）�� 9312（7番人気）�� 13817（1番人気）
3連複票数 計 633782 的中 ��� 14397（1番人気）
3連単票数 計 669590 的中 ��� 2783（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．4―36．9―49．9―1：02．8―1：14．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナイトスプライト �
�
父 タートルボウル �

�
母父 Southern Halo デビュー 2017．10．28 京都6着

2015．2．17生 牝3栗 母 サザンフェアリー 母母 Fairy Dancer 4戦1勝 賞金 6，300，000円
〔騎手変更〕 レインボーボニート号の騎手菊沢一樹は，第5日第1競走での落馬負傷のため柴山雄一に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バトルパルフェ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年2月28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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 グッドモーメント号
（非抽選馬） 2頭 サンアニストン号・ナイア号

第１回 中京競馬 第６日



02063 1月28日 曇 稍重 （30中京1）第6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）

牝，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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

611 メジャーガラメキ 牝6栗 55
54 ☆小崎 綾也髙野 哲氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム B494± 01：13．0 26．0�

59 � タ ン ゴ 牝4鹿 54 丸田 恭介石川 達絵氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 510＋ 21：13．1� 5．8�
814 ク ー リ ュ 牝4鹿 54

51 ▲藤田菜七子ライオンレースホース� 石毛 善彦 日高 Shall Farm 460＋ 21：13．2� 2．4�
58 タイセイスマッシュ 牝4芦 54 秋山真一郎田中 成奉氏 池上 昌弘 新冠 山岡ファーム 436＋101：13．4� 18．0�
815 サンマルメジャール 牝6鹿 55

53 △森 裕太朗相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 470＋ 21：13．5� 7．9�
46 ボストンビリーヴ 牝8栗 55

54 ☆城戸 義政ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 468＋ 8 〃 クビ 60．4	
34 ウェディングラン 牝6鹿 55 岩崎 翼小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 470－ 21：13．7� 34．0

23 オリエンタルダンス 牝6黒鹿 55

52 ▲富田 暁 �シルクレーシング 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468＋121：13．8� 5．2�

713 スキースクール 牝6青鹿55 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 478＋ 61：14．11� 7．4

610 エイドローン 牝4青鹿54 松若 風馬 �カナヤマホール
ディングス 鈴木 孝志 浦河 谷口牧場 492＋14 〃 アタマ 34．6�

712� ヘ イ ポ ー ラ 牝4鹿 54
51 ▲横山 武史稲川 一氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 488－ 7 〃 アタマ 67．2�

11 スマイルハッピー 牝6鹿 55
54 ☆井上 敏樹臼倉 勲氏 田中 清隆 浦河 山田 昇史 456－ 41：14．42 391．0�

47 � ナンヨービーナス 牝4鹿 54 丸山 元気中村 德也氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 506± 01：14．6� 36．3�
35 パ ス ト ラ ル 牝4黒鹿54 中井 裕二岡田 壮史氏 和田 正道 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 41：14．91� 109．6�
22 サンバダンサー 牝4栗 54

53 ☆木幡 巧也グリーンスウォード和田 正道 浦河 カナイシスタッド 458＋12 〃 ハナ 214．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 24，540，200円 複勝： 37，923，200円 枠連： 11，115，900円
馬連： 40，261，500円 馬単： 21，489，700円 ワイド： 31，219，600円
3連複： 61，076，200円 3連単： 72，944，600円 計： 300，570，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，600円 複 勝 � 460円 � 220円 � 120円 枠 連（5－6） 3，450円

馬 連 �� 5，950円 馬 単 �� 15，970円

ワ イ ド �� 1，940円 �� 1，010円 �� 450円

3 連 複 ��� 5，100円 3 連 単 ��� 56，140円

票 数

単勝票数 計 245402 的中 � 7544（7番人気）
複勝票数 計 379232 的中 � 14331（8番人気）� 37250（5番人気）� 119941（1番人気）
枠連票数 計 111159 的中 （5－6） 2495（12番人気）
馬連票数 計 402615 的中 �� 5236（18番人気）
馬単票数 計 214897 的中 �� 1009（50番人気）
ワイド票数 計 312196 的中 �� 3896（24番人気）�� 7712（12番人気）�� 19239（4番人気）
3連複票数 計 610762 的中 ��� 8981（15番人気）
3連単票数 計 729446 的中 ��� 942（174番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．7―12．3―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．8―35．5―47．8―1：00．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．2―3F37．5
3 ・（3，8）14－（4，9）（1，12，10）5（2，11）15（7，6）－13 4 8，3，14－（4，9）（1，12，10）11，2（5，7）（15，6）－13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メジャーガラメキ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2014．10．11 京都3着

2012．3．1生 牝6栗 母 フローラルグリーン 母母 フローラルマジック 25戦3勝 賞金 33，593，000円
〔騎手変更〕 エイドローン号の騎手菊沢一樹は，第5日第1競走での落馬負傷のため松若風馬に変更。
〔発走状況〕 スキースクール号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔調教再審査〕 スキースクール号は，発走調教再審査。

02064 1月28日 曇 良 （30中京1）第6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

812 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 452－ 63：19．4 1．4�
33 デュアルメジャー �6青鹿60 草野 太郎 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 482± 03：19．61� 4．2�
67 ダノンキャップ �5栗 60 五十嵐雄祐�ダノックス 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 530－ 63：21．09 11．2�
79 マイネルクロップ 牡8芦 60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか グランド牧場 526＋103：22．59 10．5�
22 コパカバーナ 牝4栗 57 蓑島 靖典�ミルファーム 伊藤 正徳 浦河 室田 千秋 494＋123：23．24 99．2	
68 ニシノキャプテン 牡4鹿 59 植野 貴也西山 茂行氏 田所 秀孝 新冠 村上 欽哉 490＋123：24．9大差 30．3

710 スズカバランス 牡4鹿 59 上野 翔永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 446－183：25．53� 66．1�
56 ゼンノコリオリ 牡8鹿 60 高田 潤大迫久美子氏 高橋 亮 浦河 中村 雅明 492＋103：26．56 30．7�
55 	 ケイビイノキセキ 牡6鹿 60 浜野谷憲尚菊池 昭雄氏 萱野 浩二 浦河 駿河牧場 540＋ 23：26．92� 44．8
11 ブライティアサイト 牝4黒鹿57 鈴木 慶太小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 雅 牧場 476± 0 〃 クビ 68．3�
811 ココスタイル 牡6芦 60 石神 深一林 正道氏 的場 均 安平 ノーザンファーム 540＋123：27．53� 36．1�
44 テイエムグルービー 牡4鹿 59 佐久間寛志竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 カミイスタット 496＋ 83：27．71 186．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 16，789，800円 複勝： 41，532，800円 枠連： 7，581，400円
馬連： 25，581，800円 馬単： 19，656，600円 ワイド： 17，325，200円
3連複： 38，906，800円 3連単： 78，334，500円 計： 245，708，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 120円 � 140円 枠 連（3－8） 230円

馬 連 �� 210円 馬 単 �� 300円

ワ イ ド �� 150円 �� 250円 �� 390円

3 連 複 ��� 540円 3 連 単 ��� 1，010円

票 数

単勝票数 計 167898 的中 � 89869（1番人気）
複勝票数 計 415328 的中 � 312324（1番人気）� 33130（2番人気）� 19280（3番人気）
枠連票数 計 75814 的中 （3－8） 25368（1番人気）
馬連票数 計 255818 的中 �� 91923（1番人気）
馬単票数 計 196566 的中 �� 47672（1番人気）
ワイド票数 計 173252 的中 �� 37750（1番人気）�� 15743（2番人気）�� 9111（4番人気）
3連複票数 計 389068 的中 ��� 53430（1番人気）
3連単票数 計 783345 的中 ��� 55908（1番人気）
上り 1マイル 1：45．9 4F 52．0－3F 39．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アットザトップ �
�
父 デュランダル �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2016．10．2 阪神1着

2014．3．10生 �4栗 母 セレブラール 母母 モンローウォーク 障害：3戦1勝 賞金 12，900，000円
〔その他〕 テイエムグルービー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 テイエムグルービー号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年2月28日まで出走できない。



02065 1月28日 曇 良 （30中京1）第6日 第5競走 3，000�サラブレッド系障害4歳以上
発走12時10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

811 シゲルボスザル 牡4黒鹿59 植野 貴也森中 蕃氏 谷 潔 浦河 丸村村下
ファーム 464－ 43：20．2 7．2�

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 496＋ 43：20．83� 2．4�
11 カレンバッドボーイ 牡8鹿 60 小坂 忠士鈴木 隆司氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 500＋ 43：21．43� 3．1�
78 トゥルーラヴキッス �5鹿 60 五十嵐雄祐山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 514＋ 43：21．61 15．7�
66 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 506＋ 23：22．02� 8．9�
55 テイエムファンドル 牡4栗 59 北沢 伸也竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 石川 栄一 488± 03：22．21� 46．1	
33 � マリノパシフィカス 牝4黒鹿57 浜野谷憲尚矢野まり子氏 松永 康利 日高 広富牧場 418＋ 83：22．41 154．7

79 ウ ル ラ ー レ 牡4栗 59 石神 深一�G1レーシング 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494－ 83：23．89 13．1�
44 ショウナンダリア 牝4青鹿57 高野 和馬国本 哲秀氏 高橋 文雅 新冠 ムラカミファーム 482＋ 83：24．65 19．2�
67 � エイシンスペーシア �7栗 60 山本 康志岡田 壮史氏 鈴木 伸尋 浦河 高野牧場 468＋ 83：26．19 22．1
810 レディーピンク 牝8鹿 58 草野 太郎小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 原 達也 470＋ 4 （競走中止） 132．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 16，350，000円 複勝： 18，613，800円 枠連： 7，952，200円
馬連： 27，667，600円 馬単： 18，054，900円 ワイド： 20，470，100円
3連複： 46，484，600円 3連単： 74，822，900円 計： 230，416，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 150円 � 110円 � 120円 枠 連（2－8） 710円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 300円 �� 380円 �� 180円

3 連 複 ��� 680円 3 連 単 ��� 5，210円

票 数

単勝票数 計 163500 的中 � 17946（3番人気）
複勝票数 計 186138 的中 � 25827（3番人気）� 49217（1番人気）� 39494（2番人気）
枠連票数 計 79522 的中 （2－8） 8658（2番人気）
馬連票数 計 276676 的中 �� 24667（2番人気）
馬単票数 計 180549 的中 �� 6851（6番人気）
ワイド票数 計 204701 的中 �� 16164（2番人気）�� 11981（4番人気）�� 33163（1番人気）
3連複票数 計 464846 的中 ��� 51041（1番人気）
3連単票数 計 748229 的中 ��� 10408（11番人気）
上り 1マイル 1：45．0 4F 51．0－3F 38．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シゲルボスザル �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2016．7．31 新潟2着

2014．3．14生 牡4黒鹿 母 イッツアバウトシルヴァー 母母 Zigabout 障害：7戦1勝 賞金 12，200，000円
〔競走中止〕 レディーピンク号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため2周目5号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
〔制裁〕 テイエムファンドル号の騎手北沢伸也は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

02066 1月28日 曇 稍重 （30中京1）第6日 第6競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走12時45分 （ダート・左）

若手騎手，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

59 カフジキング 牡5鹿 57
54 ▲富田 暁加藤 守氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 462－ 21：53．5 2．1�

713 マッカートニー 牡5栗 57
56 ☆坂井 瑠星薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 482－ 21：53．6� 12．0�

815 ブラックジェイド 牡4黒鹿 56
53 ▲横山 武史 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 528＋ 21：54．02� 5．1�
35 シンゼンガンプ 牡6鹿 57

56 ☆義 英真原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 樋渡 志尚 484± 01：54．21� 34．0�
611 デイジーフローラ 牝5鹿 55

53 △森 裕太朗松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 506± 01：54．41� 23．1�
814� 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 484＋ 21：54．5� 7．6	

34 � フッカツノノロシ 牡5黒鹿57 原田 和真福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 前田 宗将 512－ 21：54．6クビ 71．3

46 ステイオンザトップ 牡4栗 56

55 ☆井上 敏樹 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 468－ 4 〃 クビ 12．0�
11 メイショウゴテツ 牡5青鹿 57

56 ☆城戸 義政松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 486－ 21：54．7� 39．7
22 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 492－ 21：54．8クビ 44．2�

58 プライズコレクター 牡5栗 57 長岡 禎仁�明栄商事 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 498± 0 〃 クビ 142．2�
47 マルヨシャバーリー 牡4栗 56

55 ☆小崎 綾也野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 482－101：54．9クビ 9．4�
23 サウンドマジック 牝4栗 54 国分 恭介増田 雄一氏 和田正一郎 浦河 辻 牧場 436－ 21：55．64 25．4�
712 シ ト ロ ン 牝5鹿 55 嶋田 純次�ミルファーム 田中 清隆 新ひだか 見上牧場 B452± 01：56．13 434．0�
610 レッドラシーマ 牡4芦 56 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：56．84 99．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，140，600円 複勝： 44，677，500円 枠連： 15，426，700円
馬連： 48，587，600円 馬単： 25，403，400円 ワイド： 40，840，600円
3連複： 76，104，400円 3連単： 93，789，400円 計： 375，970，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 250円 � 180円 枠 連（5－7） 1，500円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 2，100円

ワ イ ド �� 480円 �� 330円 �� 970円

3 連 複 ��� 2，420円 3 連 単 ��� 10，310円

票 数

単勝票数 計 311406 的中 � 114309（1番人気）
複勝票数 計 446775 的中 � 153630（1番人気）� 32140（5番人気）� 54872（3番人気）
枠連票数 計 154267 的中 （5－7） 7926（4番人気）
馬連票数 計 485876 的中 �� 28607（4番人気）
馬単票数 計 254034 的中 �� 9030（5番人気）
ワイド票数 計 408406 的中 �� 21526（4番人気）�� 34772（2番人気）�� 9802（10番人気）
3連複票数 計 761044 的中 ��� 23543（3番人気）
3連単票数 計 937894 的中 ��� 6589（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―36．7―49．3―1：02．3―1：15．3―1：28．3―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カフジキング �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2015．9．20 阪神3着

2013．5．2生 牡5鹿 母 ダンスオブザマンボ 母母 Ballerina 26戦3勝 賞金 70，316，000円
〔騎手変更〕 サウンドマジック号の騎手菊沢一樹は，第5日第1競走での落馬負傷のため国分恭介に変更。



02067 1月28日 曇 良 （30中京1）第6日 第7競走 2，000�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
1：58．3
1：56．1

良
良

48 アイスバブル 牡3芦 56 藤岡 康太金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 438± 02：03．4 3．3�

59 アリュマージュ 牝3栃栗 54
51 ▲富田 暁 �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 414－ 42：03．61 7．0�
715 ムーンレイカー 牡3鹿 56 丸山 元気門野 重雄氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 470＋ 6 〃 ハナ 2．0�
47 ポートフィリップ 牡3黒鹿56 川須 栄彦 �シルクレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 474＋142：03．7� 33．5�
24 トーホウアルテミス 牝3栗 54 松若 風馬東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 470＋ 82：03．8� 57．2	
12 サクセステーラー 牡3黒鹿56 岩崎 翼中西 浩一氏 石橋 守 平取 有限会社中

田牧場 448＋ 22：03．9クビ 85．8

818 ブルベアトリュフ 牡3鹿 56 太宰 啓介 �ブルアンドベア 千田 輝彦 浦河 �川 啓一 454＋ 6 〃 クビ 16．1�
36 ショウナンワダツミ 牡3栗 56 丸田 恭介国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 静内フアーム 448＋ 42：04．0� 162．5�
35 キンノイナズマ 牡3青鹿56 北村 友一岡 浩二氏 大久保龍志 新冠 パカパカ

ファーム 450－ 42：04．1� 28．8
611 ネ ル 牡3黒鹿56 菱田 裕二ユアストーリー 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 490＋ 22：04．31 14．2�
714 アローヘッドワン 牡3栗 56 杉原 誠人幅田 京子氏 笹田 和秀 平取 原田 新治 500＋ 22：04．93� 62．0�
713 モ ッ ポ サ ン 牡3栗 56 嶋田 純次�ミルファーム 田中 清隆 浦河 ミルファーム 496－ 4 〃 クビ 571．8�
816 マイネルアーリー 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 巧也 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 武田牧場 498＋ 62：05．0� 69．9�

11 キャッチザクラウン 牡3栗 56 �島 克駿小川 勲氏 奥村 豊 新ひだか 斉藤スタッド 470± 02：05．31� 199．3�
23 モルドワイン 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史�G1レーシング 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 452－ 6 〃 クビ 81．9�
817 カレンエクスカリバ 牡3鹿 56 秋山真一郎鈴木 隆司氏 平田 修 千歳 社台ファーム 528－ 22：06．15 54．0�
510 アイリスロード 牝3青 54

52 △森 裕太朗 �荻伏服部牧場 和田 雄二 日高 春木 昭雄 422－ 2 〃 クビ 180．6�
612 サ ニ ー レ イ 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也橋元 勇氣氏 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 454－ 82：06．73� 110．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 30，806，300円 複勝： 45，928，800円 枠連： 16，605，000円
馬連： 46，221，700円 馬単： 24，300，900円 ワイド： 38，009，300円
3連複： 71，046，600円 3連単： 90，396，000円 計： 363，314，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 120円 � 170円 � 110円 枠 連（4－5） 2，010円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 490円 �� 170円 �� 320円

3 連 複 ��� 890円 3 連 単 ��� 7，660円

票 数

単勝票数 計 308063 的中 � 73289（2番人気）
複勝票数 計 459288 的中 � 82522（2番人気）� 41354（3番人気）� 185572（1番人気）
枠連票数 計 166050 的中 （4－5） 6394（5番人気）
馬連票数 計 462217 的中 �� 19954（5番人気）
馬単票数 計 243009 的中 �� 6601（7番人気）
ワイド票数 計 380093 的中 �� 16182（6番人気）�� 73137（1番人気）�� 27138（2番人気）
3連複票数 計 710466 的中 ��� 59513（2番人気）
3連単票数 計 903960 的中 ��� 8553（13番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．1―12．9―13．1―13．0―12．7―12．3―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．6―35．7―48．6―1：01．7―1：14．7―1：27．4―1：39．7―1：51．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F36．0
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

アイスバブル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．12．10 中京2着

2015．4．8生 牡3芦 母 ウィンターコスモス 母母 ミスパスカリ 3戦1勝 賞金 9，100，000円

02068 1月28日 曇 稍重 （30中京1）第6日 第8競走 ��1，400�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
1：21．9
1：21．5

良
不良

11 � ティアップサンダー 牡6黒鹿 57
54 ▲横山 武史田中 昇氏 小野 次郎 浦河 高昭牧場 480－ 41：25．2 44．9�

713 ナムラカブト 牡4黒鹿 56
53 ▲富田 暁奈村 信重氏 中村 均 新ひだか 平野牧場 496＋ 41：25．62� 29．2�

612� ワンダープレジール 牡6黒鹿57 岩崎 翼山本 能成氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 474＋18 〃 クビ 58．0�
611 サンライズカラマ 牡4栗 56

55 ☆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 492＋ 21：25．92 13．5�

12 クインズラミントン 牡4鹿 56 藤岡 康太亀田 和弘氏 池上 昌和 新冠 新冠橋本牧場 476± 0 〃 ハナ 2．5�
59 � クワッドアーチ 牡5鹿 57 柴山 雄一 �シルクレーシング 池上 昌和 米 Woodford

Thoroughbreds B560＋261：26．0� 189．7	
815 フォーティプリンス 牡4栗 56 丸山 元気ホースアディクト小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 478－ 8 〃 アタマ 13．9

23 カズマペッピーノ 牡4黒鹿 56

55 ☆坂井 瑠星合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新冠 つつみ牧場 494＋ 21：26．1クビ 16．3�
36 � ヤマカツリーダー 	5黒鹿57 秋山真一郎山田 和夫氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム 476± 01：26．2
 20．9�
510 ダ イ フ ク 牡5黒鹿 57

56 ☆井上 敏樹小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 前田 宗将 494＋ 2 〃 アタマ 16．7
47 ア タ ミ 牡4黒鹿 56

53 ▲藤田菜七子副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木村牧場 460－101：26．3クビ 23．3�
24 � マ デ ィ デ ィ 	5鹿 57

56 ☆城戸 義政�ラ・メール 奥村 豊 米
Petaluma
Bloodstock &
Malbec Inc

490＋201：26．61
 11．5�
35 コンクエストシチー 	6栗 57 国分 恭介 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 470± 01：26．7クビ 14．6�
816 ダノンオブザイヤー 牡4青鹿56 北村 友一�ダノックス 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 502＋ 81：27．12� 34．9�
48 フライングゲット 牡4黒鹿56 原田 和真千明牧場 池上 昌弘 日高 千明牧場 438－ 61：27．2クビ 14．8�
714�� アジアハイウェイ 牡5黒鹿57 菱田 裕二馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Ocala Stud 564＋121：30．4大差 5．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，938，500円 複勝： 40，308，900円 枠連： 15，154，600円
馬連： 69，384，700円 馬単： 27，074，800円 ワイド： 43，742，600円
3連複： 93，849，000円 3連単： 112，638，700円 計： 432，091，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，490円 複 勝 � 1，130円 � 960円 � 1，550円 枠 連（1－7） 830円

馬 連 �� 86，730円 馬 単 �� 158，640円

ワ イ ド �� 18，320円 �� 14，760円 �� 11，000円

3 連 複 ��� 442，680円 3 連 単 ��� 3，266，520円

票 数

単勝票数 計 299385 的中 � 5324（14番人気）
複勝票数 計 403089 的中 � 9500（14番人気）� 11312（12番人気）� 6769（15番人気）
枠連票数 計 151546 的中 （1－7） 14092（1番人気）
馬連票数 計 693847 的中 �� 620（112番人気）
馬単票数 計 270748 的中 �� 128（230番人気）
ワイド票数 計 437426 的中 �� 616（108番人気）�� 765（103番人気）�� 1028（98番人気）
3連複票数 計 938490 的中 ��� 159（514番人気）
3連単票数 計1126387 的中 ��� 25（3071番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―11．4―12．1―12．6―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．9―35．3―47．4―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4F49．9―3F37．8
3 3（4，9，16）（7，10）（2，8）（11，15，14）－（5，13）6，12－1 4 3（4，9）（2，16）（7，10）（11，15，8）－（5，13）（6，14）12－1

勝馬の
紹 介

�ティアップサンダー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 アグネスタキオン

2012．4．17生 牡6黒鹿 母 アイラシンガー 母母 カシオペアレディ 15戦1勝 賞金 11，240，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

〔騎手変更〕 ダイフク号の騎手菊沢一樹は，第5日第1競走での落馬負傷のため井上敏樹に変更。
〔その他〕 アジアハイウェイ号は，3コーナーから最後の直線コースにかけて外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アジアハイウェイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年2月28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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 スズハヤトウー号



02069 1月28日 曇 良 （30中京1）第6日 第9競走 ��1，200�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
1：06．7
1：06．5

良
良

714 ユアスイスイ 牝4栗 54
53 ☆小崎 綾也ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 482± 01：10．1 6．4�

47 テイエムイキオイ 牡4青鹿 56
54 △森 裕太朗竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 桜井牧場 472＋141：10．42 12．2�

59 フラウティスタ 牝4鹿 54 北村 友一 �シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 446＋141：10．5� 3．4�
35 タイキラトナンジュ 牡6鹿 57

54 ▲横山 武史�大樹ファーム 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 460－ 41：10．6クビ 14．8�

818 ウインベントゥーラ 牡6鹿 57 菱田 裕二�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム B466± 0 〃 ハナ 15．4	
715 ヤマニンベルベーヌ 牝4栗 54 菅原 隆一土井 肇氏 中川 公成 新冠 錦岡牧場 458－141：10．7� 43．6

23 アンジェリー 牝6黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子佐藤 壽男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 468± 0 〃 クビ 21．1�
816 ミッキーワイン 牡4鹿 56 秋山真一郎野田みづき氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム 492＋14 〃 ハナ 21．7�
713� コスモリョウゲツ 牡4鹿 56 丸山 元気杉浦 和也氏 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 446＋ 6 〃 ハナ 63．1
12 サンタナブルー 牡6黒鹿57 柴山 雄一 �ブルーマネジメント和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 478＋ 21：10．8クビ 12．9�
510 サーストンアクセス 牡5黒鹿57 丸田 恭介齊藤 宣勝氏 二ノ宮敬宇 日高 スマイルファーム 460＋ 8 〃 ハナ 27．2�
48 アドマイヤジャズ 牡6青鹿57 藤岡 康太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 462－ 21：11．01	 4．0�
11 ディープアドラーレ 牝4鹿 54

53 ☆城戸 義政深見 敏男氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 426－141：11．32 52．7�
612 スリーミスヨハネス 牝4鹿 54 国分 恭介永井商事� 加藤 敬二 浦河 辻 牧場 442－ 4 〃 ハナ 72．3�
36 シセイカスガ 牡7黒鹿 57

54 ▲富田 暁猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム 426＋10 〃 ハナ 44．7�
611 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 504＋ 41：11．4クビ 136．1�
817 オイカケマショウ 牡4鹿 56

55 ☆坂井 瑠星小田切有一氏 谷 潔 浦河 木村牧場 474＋ 2 〃 アタマ 120．9�
24 キセキノムスメ 牝5青鹿55 中井 裕二�協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 B456± 01：11．61	 35．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，284，700円 複勝： 38，140，700円 枠連： 16，325，100円
馬連： 58，947，800円 馬単： 26，805，300円 ワイド： 43，873，200円
3連複： 94，131，300円 3連単： 111，971，300円 計： 416，479，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 220円 � 320円 � 170円 枠 連（4－7） 820円

馬 連 �� 4，520円 馬 単 �� 9，320円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 790円 �� 900円

3 連 複 ��� 5，540円 3 連 単 ��� 41，350円

票 数

単勝票数 計 262847 的中 � 32531（3番人気）
複勝票数 計 381407 的中 � 44154（3番人気）� 26123（4番人気）� 68812（1番人気）
枠連票数 計 163251 的中 （4－7） 15308（2番人気）
馬連票数 計 589478 的中 �� 10098（13番人気）
馬単票数 計 268053 的中 �� 2157（31番人気）
ワイド票数 計 438732 的中 �� 6751（15番人気）�� 14503（3番人気）�� 12682（4番人気）
3連複票数 計 941313 的中 ��� 12730（7番人気）
3連単票数 計1119713 的中 ��� 1963（83番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．7―11．7―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．7―35．4―47．1―58．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F34．7
3 14（15，16）（9，10）3（7，12，18）（2，13）17，8，4，11，5，1，6 4 14（15，16）10，9（3，12）（7，18）（2，13）（8，17）4，11，5，6，1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ユアスイスイ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2016．7．30 札幌2着

2014．1．15生 牝4栗 母 ケイティーズベスト 母母 ケイティーズファースト 8戦2勝 賞金 20，000，000円
〔騎手変更〕 ミッキーワイン号の騎手菊沢一樹は，第5日第1競走での落馬負傷のため秋山真一郎に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 メイショウシャチ号

02070 1月28日 曇 良 （30中京1）第6日 第10競走 2，000�
に し お

西 尾 特 別
発走14時50分 （芝・左）

牝，4歳以上，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

22 レイズアベール 牝4鹿 54 秋山真一郎 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 452－102：03．3 7．7�
56 マ ン ハ イ ム 牝4栗 54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 428＋ 4 〃 アタマ 14．7�
33 ラブリーアモン 牝5青 55 丸山 元気平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 490＋ 2 〃 ハナ 4．1�
79 エレクトロニカ 牝4鹿 54 藤岡 康太 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 424－ 22：03．4� 2．3�
710 アドマイヤアロマ 牝7栗 55 丸田 恭介近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 456－ 22：03．5� 10．3�
44 � ウインガーネット 牝5黒鹿55 松若 風馬	ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム 516＋ 2 〃 クビ 15．0

11 カ マ ク ラ 牝5黒鹿55 小崎 綾也市川義美ホール

ディングス	 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 450± 02：03．81� 27．7�
67 アルマレイモミ 牝5鹿 55 坂井 瑠星コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 456－ 4 〃 アタマ 8．8�
811 エバープリンセス 牝4栗 54 菱田 裕二宇田 豊氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 450＋ 82：03．9� 22．9
812 グランディフローラ 牝6鹿 55 �島 良太 �社台レースホース中村 均 千歳 社台ファーム 472－ 42：04．11� 48．4�
55 ベ ル メ ー ル 牝6鹿 55 富田 暁畑佐 博氏 寺島 良 新冠 細川農場 516＋142：04．84 149．4�
68 スズカローラー 牝7鹿 55 岩崎 翼永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 474－102：05．01 102．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 34，327，800円 複勝： 47，337，700円 枠連： 16，651，900円
馬連： 69，922，900円 馬単： 34，844，800円 ワイド： 45，292，000円
3連複： 93，942，000円 3連単： 151，044，600円 計： 493，363，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 280円 � 410円 � 170円 枠 連（2－5） 5，420円

馬 連 �� 4，870円 馬 単 �� 8，550円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 750円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 6，750円 3 連 単 ��� 42，390円

票 数

単勝票数 計 343278 的中 � 35385（3番人気）
複勝票数 計 473377 的中 � 41444（5番人気）� 25109（7番人気）� 92537（2番人気）
枠連票数 計 166519 的中 （2－5） 2379（16番人気）
馬連票数 計 699229 的中 �� 11115（18番人気）
馬単票数 計 348448 的中 �� 3055（32番人気）
ワイド票数 計 452920 的中 �� 6931（22番人気）�� 16058（7番人気）�� 10591（12番人気）
3連複票数 計 939420 的中 ��� 10429（24番人気）
3連単票数 計1510446 的中 ��� 2583（146番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．5―12．6―12．7―12．6―12．9―12．6―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．1―36．6―49．2―1：01．9―1：14．5―1：27．4―1：40．0―1：51．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．8―3F35．9
1
3
5－6－（1，8）7，11，9，12（3，10）－4，2
5，6＝1（7，8）11，9－（12，10）－（3，4）－2

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

勝馬の
紹 介

レイズアベール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Thunder Gulch デビュー 2016．11．12 京都1着

2014．4．6生 牝4鹿 母 ヴェイルオブアヴァロン 母母 Wind In Her Hair 6戦2勝 賞金 19，266，000円
〔発走状況〕 グランディフローラ号は，枠入り不良。



02071 1月28日 小雪 良 （30中京1）第6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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

811 タイセイスターリー 牡4鹿 56 坂井 瑠星田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B542＋101：09．2 4．3�
22 オーヴィレール 牝5芦 55 藤岡 康太下河�行雄氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 484＋ 41：09．3� 4．2�
55 � サダムリスペクト 牡6鹿 57 丸田 恭介大西美生子氏 中尾 秀正 新ひだか 神垣 道弘 480＋ 4 〃 ハナ 13．9�
66 アルマエルナト �7栗 57 柴山 雄一コウトミックレーシング 伊藤 大士 浦河 小島牧場 472－ 41：09．51	 7．4�
67 ダイメイプリンセス 牝5黒鹿55 秋山真一郎宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 492－ 8 〃 クビ 5．3�
33 ワンアフター 牡5栗 57 松若 風馬薪浦 亨氏 西村 真幸 新ひだか 土田農場 472＋141：09．6クビ 13．0	
810 クインズサリナ 牝4黒鹿54 北村 友一亀田 和弘氏 西村 真幸 新ひだか 佐竹 学 448＋ 6 〃 アタマ 76．6

44 アドマイヤナイト 牝6栗 55 川須 栄彦近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 454＋12 〃 クビ 4．4�
11 オースミチャド 牡7鹿 57 太宰 啓介�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 484－ 21：09．81	 133．3
79 パーリオミノル 牝5鹿 55 菱田 裕二吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 450± 01：10．01� 27．1�
78 ナインテイルズ 牡7栗 57 丸山 元気岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 486＋ 41：10．63� 27．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 55，064，300円 複勝： 68，199，400円 枠連： 32，376，300円
馬連： 173，647，300円 馬単： 72，871，300円 ワイド： 76，729，500円
3連複： 231，800，100円 3連単： 369，270，500円 計： 1，079，958，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 200円 � 170円 � 340円 枠 連（2－8） 1，370円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 2，120円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，260円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 4，980円 3 連 単 ��� 19，620円

票 数

単勝票数 計 550643 的中 � 100520（2番人気）
複勝票数 計 681994 的中 � 94479（5番人気）� 117728（2番人気）� 42481（6番人気）
枠連票数 計 323763 的中 （2－8） 18306（6番人気）
馬連票数 計1736473 的中 �� 105822（5番人気）
馬単票数 計 728713 的中 �� 25664（5番人気）
ワイド票数 計 767295 的中 �� 41218（5番人気）�� 15035（18番人気）�� 18652（15番人気）
3連複票数 計2318001 的中 ��� 34865（20番人気）
3連単票数 計3692705 的中 ��� 13639（67番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．3―11．8―11．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．1―34．4―46．2―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．8
3 ・（11，8）4（3，7）（2，6）5（1，9）－10 4 11（3，4，8）（2，7）6（1，5）9，10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タイセイスターリー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2016．10．8 京都1着

2014．4．9生 牡4鹿 母 スターアイル 母母 Isle de France 10戦2勝 賞金 48，127，000円
〔制裁〕 タイセイスターリー号の騎手坂井瑠星は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番・9番）

02072 1月28日 小雪 稍重 （30中京1）第6日 第12競走 ��1，200�
お お す

大 須 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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：10．0
1：08．7

重
重

815 アデレードヒル 牝5鹿 55 柴山 雄一吉田 和美氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 490＋ 61：12．2 5．9�
611 ビ バ ラ ビ ダ 牝5鹿 55 菱田 裕二桐谷 茂氏 石栗 龍彦 浦河 久保 昇 494＋ 6 〃 クビ 4．6�
610 シルバードリーム 牝5栃栗55 �島 克駿南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 474－ 21：12．51� 14．3�
59 ベ ル ク リ ア 牝5芦 55 北村 友一水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 460＋ 4 〃 アタマ 15．4�
712� メイショウオルソ 牡5黒鹿57 藤岡 康太松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 日の出牧場 514－ 41：12．6� 6．0�
814 ヒルノデンハーグ 	6栗 57 太宰 啓介�ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 484± 01：12．7� 13．1	
46 ミスズスター 牡5鹿 57 川須 栄彦永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 山際セントラルスタッド 466－ 41：12．8� 22．2

35 ミカエルシチー 牡6鹿 57 秋山真一郎 �友駿ホースクラブ 橋口 慎介 浦河 駿河牧場 540＋ 81：13．12 14．5�
713 ラピッドライズ 牝5青鹿55 井上 敏樹下河辺隆行氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 494－ 4 〃 クビ 6．4�
22 ツウローゼズ 牝6黒鹿55 岩崎 翼鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 樋渡 志尚 488－101：13．2クビ 83．0
47 アグネスエーデル 牡6鹿 57 小崎 綾也上山 牧氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 520± 01：13．52 6．8�
23 トップアドバンス 牡7鹿 57 横山 武史柳内 正基氏 勢司 和浩 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 494＋121：13．71
 45．3�
34 � サウスキング 牡7黒鹿57 木幡 巧也南波 壽氏 久保田貴士 新冠 武田 修一 484－ 61：13．91� 185．8�
11 レッツイットラン 牡6栗 57 国分 恭介深見 富朗氏 牧田 和弥 浦河 金成吉田牧場 490－ 21：14．0クビ 37．3�
58 サノノショウグン 牡4栗 56 丸山 元気佐野 信幸氏 清水 英克 日高 豊洋牧場 466＋201：14．74 71．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 49，168，500円 複勝： 73，013，300円 枠連： 31，422，600円
馬連： 119，034，000円 馬単： 50，034，000円 ワイド： 76，815，500円
3連複： 179，982，100円 3連単： 226，468，800円 計： 805，938，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 220円 � 190円 � 360円 枠 連（6－8） 930円

馬 連 �� 2，100円 馬 単 �� 3，860円

ワ イ ド �� 760円 �� 1，170円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 7，250円 3 連 単 ��� 32，760円

票 数

単勝票数 計 491685 的中 � 65836（2番人気）
複勝票数 計 730133 的中 � 90860（2番人気）� 113567（1番人気）� 44368（7番人気）
枠連票数 計 314226 的中 （6－8） 25926（4番人気）
馬連票数 計1190340 的中 �� 43879（5番人気）
馬単票数 計 500340 的中 �� 9715（7番人気）
ワイド票数 計 768155 的中 �� 26671（5番人気）�� 16720（11番人気）�� 13831（16番人気）
3連複票数 計1799821 的中 ��� 18605（15番人気）
3連単票数 計2264688 的中 ��� 5011（71番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―12．2―12．5―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．6―35．8―48．3―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アデレードヒル �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 Kingmambo デビュー 2015．10．25 新潟2着

2013．3．17生 牝5鹿 母 レディビーナス 母母 User Friendly 13戦4勝 賞金 45，143，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔騎手変更〕 トップアドバンス号の騎手菊沢一樹は，第5日第1競走での落馬負傷のため横山武史に変更。

３レース目



（30中京1）第6日 1月28日（日曜日） 曇後雪 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 174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
厩務員出走奨励金

198，580，000円
2，590，000円
13，380，000円
1，220，000円
21，930，000円
67，344，000円
5，862，600円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
356，345，700円
526，841，300円
190，354，000円
754，576，800円
362，853，600円
490，713，800円
1，104，140，800円
1，527，566，200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 5，313，392，200円

総入場人員 11，319名 （有料入場人員 10，573名）



平成30年度 第1回中京競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 1，099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
厩務員出走奨励金

1，244，550，000円
14，250，000円
88，680，000円
10，970，000円
142，050，000円
433，468，500円
35，088，400円
10，550，400円

勝馬投票券売得金
2，180，602，600円
3，465，530，700円
1，272，431，900円
4，944，058，800円
2，350，755，300円
3，196，486，400円
7，660，841，700円
10，627，085，400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 35，697，792，800円

総入場延人員 67，242名 （有料入場延人員 60，434名）
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