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02061 2月3日 晴 稍重 （31中京1）第6日 第1競走 1，200�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
1：10．0
1：08．7

重
重

24 ウォータービジョン 牝3栗 54
51 ▲西村 淳也山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 佐々木 康治 472－ 41：13．7 9．7�

816 ヒロノトウリョウ 牡3鹿 56
55 ☆義 英真小野 博郷氏 田所 秀孝 新冠 新冠伊藤牧場 B486＋121：14．12� 6．1�

815 ノーブルフューチャ 牝3栗 54 丸山 元気吉木 伸彦氏 高柳 瑞樹 浦河 小葉松 幸雄 450－ 21：14．2� 5．0�
510 ア サ ミ ン 牝3鹿 54 松田 大作永野 雄介氏 田所 秀孝 新冠 カミイスタット 444± 01：14．51� 10．2�
611 ナムラマッチェリ 牝3栗 54 藤岡 康太奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 460＋ 8 〃 ハナ 2．5�
47 シェルトファータ 牝3栗 54 荻野 極水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新冠 森永 聡 428± 01：14．6� 7．6�
35 シゲルモルガナイト 牡3青鹿56 津村 明秀森中 蕃氏 清水 英克 新ひだか 前田牧場 498－ 41：15．02� 12．5	
59 ヒカルフラッシュ 牡3黒鹿56 長岡 禎仁安蒜 一修氏 柄崎 孝 浦河 栄進牧場 466－ 4 〃 クビ 175．6

713 ユ ラ ニ ュ ス 牝3青鹿54 古川 吉洋永見 貴昭氏 土田 稔 新ひだか 泊 寿幸 418－ 81：15．85 209．9�
11 ド ラ マ 牡3栗 56 岩部 純二馬目 卓氏 萱野 浩二 新ひだか 米田牧場 450－ 6 〃 クビ 314．9�
23 ファンタジオ 牡3栗 56

55 ☆藤田菜七子岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 有限会社石川牧場 462－ 61：16．33 38．7
48 ハ ナ イ カ ダ 牝3青鹿 54

51 ▲木幡 育也山口 正行氏 伊藤 伸一 新ひだか 静内酒井牧場 412 ―1：16．51� 131．8�
714 キーポップコーン 牝3黒鹿 54

52 △富田 暁北前孔一郎氏 池上 昌和 浦河 赤田牧場 424 ―1：16．6� 71．3�
612 ケ イ ト リ ン 牝3栗 54

53 ☆井上 敏樹川島 吉男氏 武市 康男 新冠 ラツキー牧場 458± 01：17．13 394．9�
36 スミレヴィオレッタ 牝3黒鹿 54

53 ☆森 裕太朗ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 モトスファーム 476＋ 21：17．42 351．2�
12 リネンワンライン 牡3鹿 56 田中 健戸山 光男氏 坂口 正則 新ひだか 真歌田中牧場 434＋ 21：17．93 56．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，266，700円 複勝： 29，156，600円 枠連： 10，206，900円
馬連： 35，420，300円 馬単： 19，003，200円 ワイド： 28，862，000円
3連複： 57，643，600円 3連単： 67，403，700円 計： 265，963，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 270円 � 180円 � 160円 枠 連（2－8） 1，240円

馬 連 �� 3，400円 馬 単 �� 7，280円

ワ イ ド �� 960円 �� 840円 �� 450円

3 連 複 ��� 4，830円 3 連 単 ��� 37，610円

票 数

単勝票数 計 182667 的中 � 14948（5番人気）
複勝票数 計 291566 的中 � 23487（6番人気）� 42259（3番人気）� 55896（2番人気）
枠連票数 計 102069 的中 （2－8） 6355（5番人気）
馬連票数 計 354203 的中 �� 8051（14番人気）
馬単票数 計 190032 的中 �� 1957（30番人気）
ワイド票数 計 288620 的中 �� 7450（15番人気）�� 8563（12番人気）�� 17308（4番人気）
3連複票数 計 576436 的中 ��� 8935（17番人気）
3連単票数 計 674037 的中 ��� 1299（130番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―12．2―12．9―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―24．0―36．2―49．1―1：01．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F37．5
3 4（11，15）（5，9，16）（3，10，7）12（1，6）8，14（2，13） 4 ・（4，11）15（5，9，16）7（3，10）（1，6，12）（14，8）13，2

勝馬の
紹 介

ウォータービジョン �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．12．22 阪神8着

2016．3．31生 牝3栗 母 プロポーズギフト 母母 ボートルサンテ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リネンワンライン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年3月3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。
（非当選馬） 1頭 ブルベアビアンコ号

02062 2月3日 晴 稍重 （31中京1）第6日 第2競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走10時20分 （ダート・左）

若手騎手，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

610 キ ュ リ オ ス 牡3栗 56
53 ▲西村 淳也中村 祐子氏 中舘 英二 新ひだか カタオカステーブル 464＋ 81：56．0 22．6�

23 トゥールナージュ 牝3鹿 54 中井 裕二 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 協和牧場 440－ 61：56．63� 5．7�
815 シゲルヒスイ 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 育也森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B480± 01：56．81� 6．7�
713 ワンダーヴァレッタ 牡3栗 56 荻野 極山口 正行氏 中野 栄治 新冠 村上牧場 448± 01：57．44 9．6�
11 ク リ ム ト ゥ 牡3栗 56 松若 風馬�ミルファーム 小野 次郎 浦河 猿橋 義昭 510－ 21：57．61� 36．1	
611 メイショウラスカル 牡3鹿 56 長岡 禎仁松本 好
氏 石橋 守 浦河 太陽牧場 494－ 41：58．02� 10．2�
46 スターペスユキコ 牝3栗 54 岩崎 翼河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 460－ 21：58．21� 24．2�
34 フェリシタシオン 牡3鹿 56

54 △富田 暁 �キャロットファーム 須貝 尚介 日高 中前牧場 510－ 61：58．3クビ 2．8
712 スピードボンバー 牡3鹿 56

55 ☆川又 賢治杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 B444－ 2 〃 ハナ 8．5�
22 オトコマサリ 牝3栗 54

53 ☆井上 敏樹西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 450－ 2 〃 クビ 385．0�
47 シゲルリシアキセキ 牝3黒鹿 54

53 ☆義 英真森中 蕃氏 和田 雄二 浦河 中村 雅明 462＋ 61：58．93� 224．4�
35 タマモパスクワ 牡3鹿 56 �島 克駿タマモ� 川村 禎彦 新ひだか 鹿嶋牧場 462＋ 4 〃 ハナ 144．3�
814 ローブドゥネージュ 牝3栗 54

53 ☆藤田菜七子 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 奥村 武 新ひだか 矢野牧場 452－ 41：59．32� 9．3�

59 サ ン タ コ マ 牡3鹿 56 菱田 裕二 �加藤ステーブル 青木 孝文 新冠 山岡ファーム 478＋161：59．61� 48．6�
58 メイケイペガトップ 牡3鹿 56 小崎 綾也名古屋競馬� 木原 一良 新ひだか 静内酒井牧場 468＋ 62：01．8大差 210．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 19，300，200円 複勝： 29，205，600円 枠連： 9，726，600円
馬連： 35，935，300円 馬単： 17，761，000円 ワイド： 29，232，600円
3連複： 55，821，900円 3連単： 61，864，100円 計： 258，847，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，260円 複 勝 � 530円 � 200円 � 230円 枠 連（2－6） 2，740円

馬 連 �� 7，580円 馬 単 �� 21，620円

ワ イ ド �� 2，140円 �� 1，560円 �� 850円

3 連 複 ��� 14，050円 3 連 単 ��� 121，870円

票 数

単勝票数 計 193002 的中 � 6809（8番人気）
複勝票数 計 292056 的中 � 11725（8番人気）� 44602（2番人気）� 33834（3番人気）
枠連票数 計 97266 的中 （2－6） 2745（10番人気）
馬連票数 計 359353 的中 �� 3673（32番人気）
馬単票数 計 177610 的中 �� 616（75番人気）
ワイド票数 計 292326 的中 �� 3437（29番人気）�� 4775（21番人気）�� 9123（7番人気）
3連複票数 計 558219 的中 ��� 2979（56番人気）
3連単票数 計 618641 的中 ��� 368（446番人気）

ハロンタイム 13．2―11．0―13．0―13．2―13．0―12．9―13．2―13．0―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．2―37．2―50．4―1：03．4―1：16．3―1：29．5―1：42．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キ ュ リ オ ス �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．7．7 福島5着

2016．5．20生 牡3栗 母 キタサンアマゾン 母母 キタサンオウシャン 6戦1勝 賞金 5，700，000円
〔制裁〕 シゲルヒスイ号の騎手木幡育也は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：14番・13番）

スターペスユキコ号の騎手岩崎翼は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイケイペガトップ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年3月3日まで平地

競走に出走できない。

第１回 中京競馬 第６日



02063 2月3日 曇 稍重 （31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，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

56 ナ イ ス ド ゥ 牝4栗 55 吉田 隼人田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 442－ 41：12．7 8．3�
812 ナリノメジャー 牝5栗 55 �島 克駿成塚 清志氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B486＋ 61：12．8� 4．4�
44 エンドレスコール 牝5黒鹿 55

52 ▲西村 淳也 �キャロットファーム 橋口 慎介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B468＋ 41：13．22� 8．6�

11 � ダノンコスモス 牝5栗 55 松田 大作�ダノックス 高橋 康之 日高 白井牧場 466＋10 〃 ハナ 4．0�
22 ロマンスマジック 牝5栗 55 津村 明秀�ミルファーム 奥平 雅士 新ひだか 松本牧場 440－ 61：13．3� 30．5	
33 グランデミノル 牝4鹿 55 丸山 元気吉岡 實氏 本田 優 新冠 須崎牧場 496－ 4 〃 アタマ 5．8

45 ノボリレーヴ 牝4鹿 55 藤岡 康太原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 450± 01：13．4� 6．2�
57 � エ ナ ホ ー プ 牝5黒鹿55 畑端 省吾宮原 廣伸氏 吉田 直弘 日高 沖田牧場 498＋ 6 〃 ハナ 43．9�
813 ロードナカヤマ 牝5鹿 55

52 ▲木幡 育也�中山牧場 高市 圭二 浦河 中山牧場 488＋ 41：13．5� 17．8
68 � カズミドリーム 牝4栗 55 原田 和真藤沼 利夫氏 中野 栄治 浦河 大道牧場 456＋ 81：13．71� 28．5�
69 ス ズ カ ゼ 牝5鹿 55

54 ☆藤田菜七子 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 486－ 21：14．12� 37．6�

711� ディーズエフォート 牝4栗 55 丸田 恭介�浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 456－ 61：15．05 126．3�
710 キンゲショウ 牝4栗 55 荻野 極�グランド牧場 田中 剛 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450± 0 〃 ハナ 31．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 21，188，200円 複勝： 33，925，800円 枠連： 8，839，400円
馬連： 38，177，300円 馬単： 18，979，700円 ワイド： 30，965，300円
3連複： 59，417，500円 3連単： 68，894，900円 計： 280，388，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 240円 � 160円 � 230円 枠 連（5－8） 1，410円

馬 連 �� 1，990円 馬 単 �� 4，040円

ワ イ ド �� 760円 �� 1，160円 �� 680円

3 連 複 ��� 3，700円 3 連 単 ��� 24，670円

票 数

単勝票数 計 211882 的中 � 20379（5番人気）
複勝票数 計 339258 的中 � 32919（6番人気）� 62118（1番人気）� 35830（5番人気）
枠連票数 計 88394 的中 （5－8） 4834（8番人気）
馬連票数 計 381773 的中 �� 14805（9番人気）
馬単票数 計 189797 的中 �� 3519（18番人気）
ワイド票数 計 309653 的中 �� 10503（8番人気）�� 6662（15番人気）�� 11878（5番人気）
3連複票数 計 594175 的中 ��� 12014（10番人気）
3連単票数 計 688949 的中 ��� 2024（81番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―11．8―12．6―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―23．7―35．5―48．1―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナ イ ス ド ゥ �
�
父 フサイチセブン �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．10．29 京都2着

2015．4．2生 牝4栗 母 ナイスヴァレー 母母 ヴ ァ レ リ ー 14戦2勝 賞金 24，450，000円

02064 2月3日 曇 良 （31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

814 シ ー レ ー ン 牡4鹿 59 白浜 雄造谷掛 龍夫氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 470－ 63：18．4 4．4�
711 シャインブライト 牡6芦 60 石神 深一了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 安平 ノーザンファーム 476－ 83：18．93 4．7�
45 パリカラノテガミ 牡8鹿 60 五十嵐雄祐嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 460＋ 83：19．0クビ 11．4�
57 シーライオン 牡5黒鹿60 北沢 伸也石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 小泉牧場 498± 03：19．21� 2．5�
46 ラハトケレブ 牡6鹿 60 植野 貴也永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 498＋ 83：19．62� 56．6�
22 リングオブハピネス 牝6栗 58 佐久間寛志五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 478± 03：19．7� 84．8	
813 キールコネクション 牡7栗 60 蓑島 靖典水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 B476－ 23：19．9� 6．9

33 ローレルヴィクター 牡5鹿 60 田村 太雅 �ローレルレーシング 羽月 友彦 新冠 石田牧場 482＋203：20．11� 74．9�
34 アドマイヤツヨシ 牡9鹿 60 難波 剛健近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 480＋123：20．2� 25．3�
712	 マリノパシフィカス 牝5黒鹿58 上野 翔矢野まり子氏 松永 康利 日高 広富牧場 430± 03：22．5大差 84．0
69 マルカブリスク 牡6栗 60 西谷 誠日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 448＋ 63：25．5大差 40．4�
11 シリウスインパクト 牡4鹿 59 金子 光希星野 祐介氏 相沢 郁 新ひだか グランド牧場 478＋ 43：32．7大差 84．1�
610 テイエムヒッタマゲ 牡5栗 60 高田 潤竹園 正繼氏 武 英智 鹿児島 テイエム牧場 512＋163：41．1大差 19．0�
58 ヤマノグラップル 牡4青鹿59 山本 康志澤村 敏雄氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 474－ 4 （競走中止） 142．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 12，599，400円 複勝： 16，220，500円 枠連： 9，082，300円
馬連： 23，481，500円 馬単： 14，100，500円 ワイド： 18，883，900円
3連複： 43，869，500円 3連単： 62，164，800円 計： 200，402，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 200円 � 240円 枠 連（7－8） 740円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，700円

ワ イ ド �� 610円 �� 930円 �� 850円

3 連 複 ��� 4，150円 3 連 単 ��� 18，420円

票 数

単勝票数 計 125994 的中 � 22865（2番人気）
複勝票数 計 162205 的中 � 31135（2番人気）� 20666（3番人気）� 14989（5番人気）
枠連票数 計 90823 的中 （7－8） 9490（3番人気）
馬連票数 計 234815 的中 �� 13347（5番人気）
馬単票数 計 141005 的中 �� 3913（11番人気）
ワイド票数 計 188839 的中 �� 8148（6番人気）�� 5144（10番人気）�� 5618（8番人気）
3連複票数 計 438695 的中 ��� 7922（10番人気）
3連単票数 計 621648 的中 ��� 2446（51番人気）
上り 1マイル 1：45．5 4F 51．3－3F 38．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シ ー レ ー ン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Anabaa Blue デビュー 2017．12．10 阪神8着

2015．2．15生 牡4鹿 母 トレラピッド 母母 Tres Ravi 障害：2戦1勝 賞金 9，800，000円
〔競走中止〕 ヤマノグラップル号は，競走中に疾病〔左第3中足骨開放骨折〕を発症し，2周目4コーナーで騎手が落馬したため競走

中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 ヴォルパンテール号・カムイ号・コティニャック号・ドラゴンバローズ号・メイショウバッハ号・モルドレッド号・

ラプルーズ号・ロスカボス号



02065 2月3日 曇 稍重 （31中京1）第6日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走12時10分 （ダート・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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

712 ボランテレオ 牡3鹿 56 難波 剛健近藤 克麿氏 森田 直行 浦河 信岡牧場 492 ―1：28．3 9．2�
815 タイセイガニアン 牡3鹿 56 丸田 恭介田中 成奉氏 池上 昌和 浦河 藤春 修二 506 ― 〃 ハナ 11．2�
58 リードザヴァン 牝3鹿 54 岩崎 翼 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 422 ―1：28．51� 7．0�
611 ミスターホウジュ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 456 ―1：28．82 11．9�
814 レイナローサ 牝3黒鹿54 吉田 隼人�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 366 ―1：28．9� 7．0	
35 セブンティサン 牝3鹿 54 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 418 ―1：29．0クビ 17．1

46 カフジロッソ 牡3鹿 56

55 ☆川又 賢治加藤 守氏 矢作 芳人 浦河 絵笛牧場 508 ― 〃 アタマ 25．9�
11 サンバパレード 牝3栗 54 水口 優也山上 和良氏 飯田 祐史 日高 川島 正広 454 ―1：29．1� 7．6�
23 モズナリマツ 牡3鹿 56 小坂 忠士 �キャピタル・システム 南井 克巳 浦河 谷川牧場 504 ―1：29．63 56．7
22 ヤマニンモンスーン 牡3鹿 56 田中 健土井 肇氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 504 ―1：30．13 5．8�
59 タガノベリキュー 牝3青鹿54 松田 大作八木 良司氏 渡辺 薫彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 438 ―1：30．2クビ 4．5�
610 ク ド シ ュ 牝3鹿 54 国分 恭介武田 茂男氏 藤沢 則雄 浦河 中神牧場 432 ― 〃 ハナ 98．0�
34 エイシンモンクール 牝3鹿 54 丸山 元気�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 422 ―1：31．79 55．3�
47 カフジサターン 牡3栗 56 白浜 雄造加藤 守氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 464 ― 〃 ハナ 69．5�
713 フ ウ バ 牡3栗 56

55 ☆義 英真杉澤 光雄氏 藤沢 則雄 新冠 小泉牧場 398 ―1：32．55 192．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 19，850，900円 複勝： 27，841，800円 枠連： 11，491，600円
馬連： 35，930，900円 馬単： 17，718，300円 ワイド： 28，365，200円
3連複： 57，308，200円 3連単： 66，633，700円 計： 265，140，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 310円 � 340円 � 210円 枠 連（7－8） 1，830円

馬 連 �� 6，350円 馬 単 �� 11，570円

ワ イ ド �� 2，260円 �� 1，340円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 16，230円 3 連 単 ��� 103，000円

票 数

単勝票数 計 198509 的中 � 17147（6番人気）
複勝票数 計 278418 的中 � 22092（6番人気）� 19898（7番人気）� 38559（2番人気）
枠連票数 計 114916 的中 （7－8） 4862（8番人気）
馬連票数 計 359309 的中 �� 4383（31番人気）
馬単票数 計 177183 的中 �� 1148（59番人気）
ワイド票数 計 283652 的中 �� 3173（34番人気）�� 5460（20番人気）�� 6751（12番人気）
3連複票数 計 573082 的中 ��� 2647（67番人気）
3連単票数 計 666337 的中 ��� 469（411番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．7―36．7―49．3―1：02．4―1：15．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．6―3F39．0
3 1（9，12）（2，8，14）（6，15）11，4（5，3）7－13，10 4 1－（9，12）14（2，8）（6，15）（5，3，11，4）＝7，13，10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ボランテレオ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Danehill 初出走

2016．5．15生 牡3鹿 母 プラウドビューティー 母母 Honey Bun 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 エイシントドロキ号の調教師野中賢二は，業務上の注意義務（規制薬物の施用）を怠り，出走取消となったことについて過

怠金50，000円。
※出走取消馬 エイシントドロキ号（事故のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の21頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）21頭 アドマイヤジョイ号・エリーベル号・オーパスメーカー号・カタールパール号・ガバナンスコード号・

カレンモエ号・サダムオリジン号・ショウサンワンラヤ号・セドゥ号・テイエムブランコ号・デルマディジョン号・
ナムラマナナ号・パワーロワ号・ブラッディムーン号・ブーケアルメリア号・ペガサス号・マティス号・
マハーラーニー号・メイショウウチデ号・ラストシーン号・ワンダーボーイ号

02066 2月3日 曇 良 （31中京1）第6日 第6競走 2，000�サラブレッド系3歳
発走12時40分 （芝・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
1：58．3
1：56．1

良
良

11 ファナティック 牝3鹿 54
53 ☆川又 賢治 �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 458－ 62：01．1 3．0�
36 イノセントミューズ 牝3鹿 54 藤岡 康太 �社台レースホース笹田 和秀 千歳 社台ファーム 478－ 22：01．31 8．1�
35 ビーマイステディ 牝3鹿 54 四位 洋文 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武 英智 浦河 大島牧場 466± 0 〃 アタマ 3．4�
24 フローズンナイト 牝3黒鹿54 丸山 元気ライオンレースホース� 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 494± 02：01．83 5．6�
815 ラヴィンジャー 牝3黒鹿 54

53 ☆藤田菜七子丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 432－102：02．01� 22．5	
816 ヴィオラピューロ 牝3栗 54 �島 克駿西岡 透氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 458－ 82：02．21� 303．7

510 ショウナンパルコ 牝3栗 54 松若 風馬国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 西村 和夫 444－ 22：02．41� 216．1�
12 スコッチフラワー 牝3鹿 54 松田 大作小池 依子氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 462± 02：02．61� 58．3�
59 ク ル シ ュ ー 牝3青鹿54 古川 吉洋畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 長谷川牧場 404± 02：02．7� 262．4
612 プッシーウィロー 牝3鹿 54 荻野 極田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 藤本ファーム 410－ 82：02．91� 50．3�
23 ヴ ォ ア ラ 牝3黒鹿 54

52 △富田 暁�ミルファーム 新開 幸一 浦河 杵臼牧場 476－ 62：03．0� 14．5�
48 パラーティウム 牝3黒鹿54 吉田 隼人�KTレーシング 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 464＋ 62：03．53 7．3�
713 クレーリッチェ 牝3鹿 54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 410－ 62：03．71� 40．9�
47 アマリリステソーロ 牝3青 54

53 ☆義 英真了德寺健二ホール
ディングス� 高橋 康之 新ひだか 幌村牧場 418－ 4 〃 クビ 148．0�

714 アオイハヤブサ 牝3芦 54 小崎 綾也新谷 正子氏 野中 賢二 新冠 佐藤牧場 456－ 4 〃 アタマ 193．9�
611 ミサトラモーヌ 牝3鹿 54

53 ☆井上 敏樹戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 木村 秀則 424＋ 62：07．8大差 669．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，214，000円 複勝： 34，561，900円 枠連： 11，073，800円
馬連： 39，911，100円 馬単： 20，194，400円 ワイド： 34，134，700円
3連複： 59，405，900円 3連単： 77，577，100円 計： 305，072，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 170円 � 140円 枠 連（1－3） 360円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 520円 �� 250円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 7，290円

票 数

単勝票数 計 282140 的中 � 74142（1番人気）
複勝票数 計 345619 的中 � 73931（1番人気）� 44336（4番人気）� 69335（2番人気）
枠連票数 計 110738 的中 （1－3） 23332（1番人気）
馬連票数 計 399111 的中 �� 21154（5番人気）
馬単票数 計 201944 的中 �� 6576（7番人気）
ワイド票数 計 341347 的中 �� 15371（6番人気）�� 38867（1番人気）�� 23094（3番人気）
3連複票数 計 594059 的中 ��� 38311（2番人気）
3連単票数 計 775771 的中 ��� 7707（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．3―36．2―48．6―1：00．5―1：12．8―1：25．1―1：37．0―1：48．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．0
1
3

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

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

ファナティック �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Kaldoun デビュー 2019．1．5 京都3着

2016．2．9生 牝3鹿 母 グレイトフィーヴァー 母母 My Great Hope 2戦1勝 賞金 6，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミサトラモーヌ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月3日まで平地競走

に出走できない。



02067 2月3日 曇 良 （31中京1）第6日 第7競走 1，400�サラブレッド系3歳
発走13時10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
1：19．6
1：19．0

良
良

35 カレングロリアーレ 牡3鹿 56 �島 克駿鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 452＋ 21：22．3 2．4�
817 ケイアイサクソニー 牡3鹿 56 藤懸 貴志亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 486± 0 〃 ハナ 9．0�
612 ウォーターエデン 牝3鹿 54

53 ☆森 裕太朗山岡 良一氏 岡田 稲男 新冠 須崎牧場 476－ 41：22．61� 18．4�
36 ウインバラーディア 牡3鹿 56 菱田 裕二�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 458＋ 4 〃 クビ 35．1�
11 シャイニーブランコ 牡3芦 56

55 ☆川又 賢治小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 448＋12 〃 アタマ 52．8�
59 ラインコマンダー 牡3鹿 56 小崎 綾也大澤 繁昌氏 水野 貴広 むかわ 上水牧場 458＋121：22．7クビ 35．6	
12 テ ィ レ ニ ア 牝3栗 54 藤岡 康太 
キャロットファーム 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 432＋ 61：22．8� 4．0�
48 メイショウビジュー 牝3鹿 54 吉田 隼人松本 好雄氏 石橋 守 浦河 富田牧場 436－ 21：23．01� 7．5�
47 マ ー ニ 牡3黒鹿56 丸山 元気岡 浩二氏 �島 一歩 浦河 日進牧場 442＋ 2 〃 クビ 28．4
23 テ ミ ス 牝3青 54 荻野 極 �カナヤマホール

ディングス 黒岩 陽一 日高 モリナガファーム 438－ 21：23．1クビ 16．3�
715 オーキッドテソーロ 牝3鹿 54 国分 恭介了德寺健二ホール

ディングス� 矢作 芳人 新ひだか 矢野牧場 412＋ 21：23．2� 32．5�
611 ローゼンオルデン 牝3芦 54

53 ☆井上 敏樹宮川 保氏 林 徹 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 416－ 21：23．3� 108．6�

714 ツクバボニート 牝3栗 54 丸田 恭介細谷 武史氏 和田 雄二 新ひだか 坂本 健一 420＋ 61：23．51 91．2�
24 アナザードリーム 牡3鹿 56

54 △富田 暁山田 弘氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 460－ 6 〃 クビ 19．2�
816 リュウグウヒメ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也深澤 朝房氏 武井 亮 新ひだか 折手牧場 426－121：23．71 51．9�
713 チ ク リ 牡3芦 56 岩部 純二
ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 514＋ 61：24．44 596．6�
510 メモリーハイル 牡3鹿 56 古川 吉洋�シンザンクラブ 角田 晃一 浦河 谷川牧場 504＋ 81：25．03� 318．1�
818 ベストゴッホ 牡3鹿 56 中井 裕二柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 444＋161：26．17 551．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，731，600円 複勝： 35，524，500円 枠連： 11，269，900円
馬連： 41，759，200円 馬単： 18，943，300円 ワイド： 36，371，000円
3連複： 67，108，600円 3連単： 77，092，300円 計： 313，800，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 150円 � 260円 � 360円 枠 連（3－8） 1，210円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 540円 �� 770円 �� 2，040円

3 連 複 ��� 6，350円 3 連 単 ��� 24，040円

票 数

単勝票数 計 257316 的中 � 82959（1番人気）
複勝票数 計 355245 的中 � 81508（1番人気）� 31525（4番人気）� 20621（5番人気）
枠連票数 計 112699 的中 （3－8） 7202（5番人気）
馬連票数 計 417592 的中 �� 22515（3番人気）
馬単票数 計 189433 的中 �� 5638（4番人気）
ワイド票数 計 363710 的中 �� 18229（3番人気）�� 12133（5番人気）�� 4320（21番人気）
3連複票数 計 671086 的中 ��� 7916（15番人気）
3連単票数 計 770923 的中 ��� 2324（46番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．7―12．2―12．0―11．7―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．2―34．9―47．1―59．1―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カレングロリアーレ �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 シェルゲーム デビュー 2018．12．2 中京3着

2016．4．12生 牡3鹿 母 カレンタントミール 母母 カ レ ン マ マ 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 ケイアイサクソニー号の騎手藤懸貴志は，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100，000円。（被害馬：8

番・3番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベストゴッホ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月3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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アスタールビー号・ズヴィズダー号

02068 2月3日 曇 稍重 （31中京1）第6日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時40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

710 グーテンターク 牡4鹿 56 菱田 裕二馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 492－ 21：54．3 3．3�
68 ライデンバローズ 牡5芦 57 津村 明秀猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富菜牧場 B536－ 4 〃 アタマ 3．7�
11 � フォルツァエフ 牡4鹿 56 荻野 極大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Jim R. Wells

& Janie Wells 480± 01：54．61� 10．7�
33 オールウェイズゼア 牡5黒鹿 57

54 ▲木幡 育也グリーンスウォード高市 圭二 新ひだか 荒木 貴宏 486＋ 21：54．91� 8．0�
67 プエルタデルソル 牡5栗 57 藤岡 康太前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474± 0 〃 アタマ 4．6�
79 スズノアリュール 牡4鹿 56 藤懸 貴志新木 鈴子氏 矢作 芳人 浦河 ヒダカフアーム 484＋ 21：55．32� 25．0�
811 ニシノベイオウルフ 牡4黒鹿 56

53 ▲西村 淳也西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 498＋ 81：55．51� 33．9	
22 	 マイネルストラトス 牡5黒鹿57 丸山 元気杉浦 和也氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 492－ 61：55．82 55．4

44 	 フッカツノノロシ 牡6黒鹿 57

56 ☆井上 敏樹福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 前田 宗将 516－ 21：55．9クビ 148．7�
812 タガノバルバドス 牡4鹿 56 松若 風馬八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468－ 81：56．0� 31．2�
56 リョウランヒーロー 牡5黒鹿57 中井 裕二佐藤 啓子氏 小野 次郎 新ひだか 米田牧場 486＋ 41：56．21� 10．5
55 メイショウバルコラ 牡4鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 524± 01：56．3クビ 37．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 21，219，900円 複勝： 30，863，800円 枠連： 12，013，800円
馬連： 39，793，400円 馬単： 20，053，900円 ワイド： 32，048，100円
3連複： 58，244，100円 3連単： 81，591，100円 計： 295，828，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 150円 � 280円 枠 連（6－7） 290円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，070円 �� 670円

3 連 複 ��� 3，600円 3 連 単 ��� 12，420円

票 数

単勝票数 計 212199 的中 � 51035（1番人気）
複勝票数 計 308638 的中 � 62639（1番人気）� 58758（2番人気）� 21534（6番人気）
枠連票数 計 120138 的中 （6－7） 31763（1番人気）
馬連票数 計 397934 的中 �� 43016（1番人気）
馬単票数 計 200539 的中 �� 10413（3番人気）
ワイド票数 計 320481 的中 �� 31327（1番人気）�� 7017（13番人気）�� 11611（9番人気）
3連複票数 計 582441 的中 ��� 12130（10番人気）
3連単票数 計 815911 的中 ��� 4762（33番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―38．1―51．3―1：04．2―1：17．2―1：29．9―1：41．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グーテンターク �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Bernardini デビュー 2017．7．8 中京7着

2015．2．15生 牡4鹿 母 ジンジャーミスト 母母 ジンジャーパンチ 17戦2勝 賞金 26，650，000円



02069 2月3日 曇 良 （31中京1）第6日 第9競走 ��2，200�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
2：09．9
2：09．9

良
良

22 ネプチュナイト 牡4黒鹿56 藤岡 康太吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 480－ 62：14．3 1．8�
69 � ダノンクライム 牡5芦 57 丸山 元気�ダノックス 寺島 良 安平 ノーザンファーム 524－ 42：14．4� 14．2�
11 � ハ ナ ザ カ リ 牝4黒鹿 54

51 ▲木幡 育也岡田 壮史氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田牧場 480－ 82：14．5� 15．1�
33 ラ プ ル ー ズ �6鹿 57 津村 明秀西尾誠一郎氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 484＋ 42：15．13� 12．5�
711 ヘブンリーデイズ 牡4鹿 56

55 ☆川又 賢治 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 446± 0 〃 クビ 4．0	

56 � ベルウッドミライ 牡5黒鹿57 小崎 綾也鈴木 照雄氏 伊藤 大士 浦河 市川フアーム 472－ 22：15．31	 155．2

813 トウカイエクレール 牡6鹿 57

54 ▲西村 淳也内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 484＋ 22：15．51	 7．5�
57 シゲルシイタケ 牡4鹿 56 四位 洋文森中 蕃氏 中野 栄治 浦河 王蔵牧場 460－ 62：15．71	 18．4�
710 アドマイヤツルギ �4栗 56 高田 潤近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 480－ 42：15．91	 202．2
68 ショウナンサザナミ 牝5鹿 55 吉田 隼人国本 哲秀氏 国枝 栄 日高 天羽牧場 B432＋ 62：16．0� 57．5�
812 ターフェルムジーク 牝4鹿 54 松若 風馬 �サンデーレーシング 渡辺 薫彦 安平 追分ファーム 422－10 〃 ハナ 33．0�
44 カイトチャン 牡4黒鹿 56

55 ☆森 裕太朗本田 恒雄氏 武市 康男 日高 滝本 健二 B478＋ 42：16．31
 190．0�
45 � ラ ロ ー デ 牝5鹿 55 松田 大作飯田 正剛氏 武市 康男 米 Chiyoda Farm,

Shizunai B498＋102：16．51	 106．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 27，677，600円 複勝： 32，067，700円 枠連： 10，876，500円
馬連： 48，702，600円 馬単： 26，388，700円 ワイド： 36，462，300円
3連複： 74，136，200円 3連単： 114，688，900円 計： 371，000，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 300円 � 330円 枠 連（2－6） 1，340円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 2，350円

ワ イ ド �� 600円 �� 640円 �� 2，850円

3 連 複 ��� 6，610円 3 連 単 ��� 21，770円

票 数

単勝票数 計 276776 的中 � 117010（1番人気）
複勝票数 計 320677 的中 � 116291（1番人気）� 20103（6番人気）� 17581（7番人気）
枠連票数 計 108765 的中 （2－6） 6261（5番人気）
馬連票数 計 487026 的中 �� 23422（7番人気）
馬単票数 計 263887 的中 �� 8399（9番人気）
ワイド票数 計 364623 的中 �� 16098（6番人気）�� 15092（7番人気）�� 3075（26番人気）
3連複票数 計 741362 的中 ��� 8401（23番人気）
3連単票数 計1146889 的中 ��� 3819（69番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．9―13．2―13．2―12．8―12．5―12．2―11．8―11．5―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．7―35．6―48．8―1：02．0―1：14．8―1：27．3―1：39．5―1：51．3―2：02．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．8
1
3
1，13－12，9，2（11，10）5（6，8）7，4，3
1，13（9，12）2（5，11，10）（6，8）（4，7）－3

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

勝馬の
紹 介

ネプチュナイト �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．10．29 京都7着

2015．3．12生 牡4黒鹿 母 タンザナイト 母母 キャサリーンパー 8戦2勝 賞金 21，310，000円
〔制裁〕 ネプチュナイト号の調教師友道康夫は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
※ラプルーズ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

02070 2月3日 曇 良 （31中京1）第6日 第10競走 1，600�
く ら が い け

鞍 ケ 池 特 別
発走14時50分 （芝・左）

4歳以上，500万円以下；負担重量は，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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：30．7

良
良

69 アンノートル 牡5鹿 57 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 田中 博康 日高 山際 辰夫 508－ 21：34．3 2．8�
11 � メイショウキョウジ 牡4鹿 57 松若 風馬松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 472＋ 2 〃 クビ 3．9�
814 オーダードリブン 牡6黒鹿57 川又 賢治 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 456＋ 41：34．62 10．8�
46 ブラゾンダムール 牡4黒鹿57 �島 克駿�G1レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム 482＋ 21：34．91� 15．1�
813 ナンヨーマーズ 牡5鹿 57 四位 洋文中村 德也氏 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 452－ 8 〃 ハナ 23．5	
34 ブレイニーラン 牡4鹿 57 藤岡 康太 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 456＋ 8 〃 クビ 4．2

58 ブラックジルベルト 牡4黒鹿57 古川 吉洋安原 浩司氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 470＋ 81：35．0� 23．9�
22 ヒドゥンパラメータ 牡5鹿 57 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 452＋ 21：35．1� 59．7�
610 トーアライジン 牡6芦 57 小崎 綾也高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 522＋ 41：35．2クビ 37．2
33 レディギャング 牝5芦 55 丸山 元気近藤 克麿氏 森田 直行 新ひだか 斉藤スタッド 480－ 41：35．3� 23．7�
712 タイセイトレンディ 牡4青鹿57 吉田 隼人田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか タイヘイ牧場 474－ 21：35．51� 15．2�
57 トーセンクロノス 牡4鹿 57 菱田 裕二島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 片岡 博 444＋ 41：35．71� 205．0�
711� マイネルイノメ 牡4栗 57 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 日高 荒井ファーム 494－ 51：35．91� 141．7�
45 ブ シ ョ ウ 牡4栗 57 荻野 極�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム B480－18 〃 ハナ 163．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 32，470，200円 複勝： 46，552，100円 枠連： 17，008，300円
馬連： 76，266，100円 馬単： 35，082，700円 ワイド： 53，735，000円
3連複： 112，804，100円 3連単： 155，994，200円 計： 529，912，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 160円 � 250円 枠 連（1－6） 660円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 290円 �� 630円 �� 910円

3 連 複 ��� 2，690円 3 連 単 ��� 8，670円

票 数

単勝票数 計 324702 的中 � 90569（1番人気）
複勝票数 計 465521 的中 � 111411（1番人気）� 72332（3番人気）� 38047（4番人気）
枠連票数 計 170083 的中 （1－6） 19882（2番人気）
馬連票数 計 762661 的中 �� 94878（2番人気）
馬単票数 計 350827 的中 �� 26370（1番人気）
ワイド票数 計 537350 的中 �� 53475（2番人気）�� 20980（5番人気）�� 13785（11番人気）
3連複票数 計1128041 的中 ��� 31438（5番人気）
3連単票数 計1559942 的中 ��� 13038（10番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．6―12．1―12．3―11．7―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．4―47．5―59．8―1：11．5―1：22．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

アンノートル �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2016．6．25 東京1着

2014．3．10生 牡5鹿 母 タイキシャイン 母母 タイキトゥインクル 17戦3勝 賞金 39，499，000円



02071 2月3日 曇 稍重 （31中京1）第6日 第11競走 ��1，900�
な や ば し

納屋橋ステークス
発走15時25分 （ダート・左）
4歳以上，1，600万円以下，30．2．3以降31．1．27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

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
1：57．7
1：53．7

良
不良

33 ア ル ド ー レ 牡4栗 55 古川 吉洋安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 B492－ 21：58．7 2．2�
55 レッドアトゥ 牝5栗 53 津村 明秀 �東京ホースレーシング 松田 国英 日高 下河辺牧場 454－ 4 〃 アタマ 4．6�
78 ドラゴンカップ 牡6鹿 55 吉田 隼人窪田 芳郎氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム B460＋ 6 〃 クビ 9．3�
67 ワンダーピルエット 牝6鹿 51 川又 賢治山本 能行氏 小崎 憲 新ひだか フクダファーム 490－121：59．12� 112．7�
22 スマートボムシェル 牡7栗 54 松若 風馬大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 502－ 61：59．2クビ 39．6�
11 タガノグルナ 牡5鹿 55 菱田 裕二八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 490＋ 61：59．94 7．9	
79 クールオープニング 牡8青鹿53 �島 克駿前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462＋ 4 〃 アタマ 98．1

66 タガノヴェローナ 牝5芦 52 藤懸 貴志八木 良司氏 中村 均 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 494± 02：00．11� 5．6�
811 キーグラウンド 牡5鹿 57 藤岡 康太北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 498－ 22：00．2クビ 15．3�
44 コウエイワンマン 牡8黒鹿52 荻野 極釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 552－ 6 〃 ハナ 119．0
810 メイショウカマクラ 牡6青鹿53 丸山 元気松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 530＋ 62：00．73 16．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 57，478，100円 複勝： 68，534，300円 枠連： 27，101，500円
馬連： 162，465，900円 馬単： 75，340，600円 ワイド： 81，181，300円
3連複： 228，032，800円 3連単： 416，788，500円 計： 1，116，923，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 140円 � 190円 枠 連（3－5） 550円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 260円 �� 390円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，420円 3 連 単 ��� 4，120円

票 数

単勝票数 計 574781 的中 � 206884（1番人気）
複勝票数 計 685343 的中 � 256875（1番人気）� 101475（3番人気）� 62167（4番人気）
枠連票数 計 271015 的中 （3－5） 37604（2番人気）
馬連票数 計1624659 的中 �� 220656（2番人気）
馬単票数 計 753406 的中 �� 62005（2番人気）
ワイド票数 計 811813 的中 �� 87884（2番人気）�� 52559（3番人気）�� 29028（9番人気）
3連複票数 計2280328 的中 ��� 119819（4番人気）
3連単票数 計4167885 的中 ��� 73292（5番人気）

ハロンタイム 7．2―11．1―11．4―13．1―13．0―12．6―12．5―12．7―12．3―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．3―29．7―42．8―55．8―1：08．4―1：20．9―1：33．6―1：45．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ア ル ド ー レ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．8．20 札幌7着

2015．4．30生 牡4栗 母 ティックルピンク 母母 ブラッシングプリンセス 8戦4勝 賞金 55，627，000円

02072 2月3日 曇 稍重 （31中京1）第6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，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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

33 グロワールシチー 牡5鹿 57 菱田 裕二 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 470－ 21：25．1 3．2�
11 グローリーグローリ 牡4黒鹿57 国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 494－ 21：25．2� 5．0�
710 カズマペッピーノ 牡5黒鹿57 津村 明秀合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新冠 つつみ牧場 496± 01：25．3� 14．6�
79 テイエムグッドマン 牡5鹿 57 四位 洋文竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 本桐牧場 496－ 21：25．4� 4．1�
55 ソーディヴァイン 牝6鹿 55 藤岡 康太 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 522－ 81：25．72 12．1	
22 ダンケシェーン 牡4栗 57 古川 吉洋 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 490＋10 〃 アタマ 6．5

56 ノーモアゲーム 牡6鹿 57 藤田菜七子内藤 好江氏 浅野洋一郎 日高 中館牧場 B486＋ 41：25．8クビ 14．4�
812� サンシャーロット 牝5栗 55 中井 裕二 �加藤ステーブル 谷 潔 厚真 大川牧場 450± 01：26．01 12．1�
811 ア グ ネ ッ タ 牝6鹿 55 森 裕太朗菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 B474＋ 41：27．06 201．8
67 カ ネ ノ イ ロ 牡6鹿 57 丸田 恭介江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 478＋ 21：27．63� 121．1�
68 トークフレンドリー 牡4芦 57 	島 克駿吉田 千津氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 496＋ 41：27．7� 31．1�
44 ウインジェルベーラ 牝4栗 55 丸山 元気�ウイン 金成 貴史 新冠 コスモヴューファーム 480－ 61：29．9大差 117．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 55，681，200円 複勝： 70，268，900円 枠連： 22，987，200円
馬連： 110，977，400円 馬単： 46，514，300円 ワイド： 73，168，900円
3連複： 162，151，600円 3連単： 232，680，400円 計： 774，429，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 170円 � 290円 枠 連（1－3） 790円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 330円 �� 830円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 3，460円 3 連 単 ��� 13，100円

票 数

単勝票数 計 556812 的中 � 135565（1番人気）
複勝票数 計 702689 的中 � 157041（1番人気）� 110236（3番人気）� 47278（6番人気）
枠連票数 計 229872 的中 （1－3） 22506（2番人気）
馬連票数 計1109774 的中 �� 102538（2番人気）
馬単票数 計 465143 的中 �� 22251（3番人気）
ワイド票数 計 731689 的中 �� 64135（2番人気）�� 21337（11番人気）�� 16453（16番人気）
3連複票数 計1621516 的中 ��� 35134（11番人気）
3連単票数 計2326804 的中 ��� 12877（37番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．2―12．4―12．4―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．3―36．5―48．9―1：01．3―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グロワールシチー �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2017．2．11 京都4着

2014．4．25生 牡5鹿 母 バーグドール 母母 ラディカルチック 20戦4勝 賞金 54，366，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインジェルベーラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年3月3日まで平地

競走に出走できない。

３レース目



（31中京1）第6日 2月3日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 169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

190，400，000円
18，580，000円
1，290，000円
21，020，000円
67，008，500円
5，208，800円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
339，678，000円
454，723，500円
161，677，800円
688，821，000円
330，080，600円
483，410，300円
1，035，944，000円
1，483，373，700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 4，977，708，900円

総入場人員 12，083名 （有料入場人員 11，233名）



平成31年度 第1回中京競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 1，028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

1，239，850，000円
14，200，000円
100，730，000円
9，680，000円
141，220，000円
410，341，750円
33，647，200円
9，868，800円

勝馬投票券売得金
2，341，454，600円
3，289，337，300円
1，048，360，800円
4，617，156，200円
2，299，393，900円
3，272，169，300円
7，247，924，700円
10，747，349，800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 34，863，146，600円

総入場延人員 67，317名 （有料入場延人員 59，770名）
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