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08001 3月9日 晴 稍重 （31中京2）第1日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走9時50分 （ダート・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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

12 ヒ イ ナ ヅ キ 牝3栗 54
51 ▲藤田菜七子 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 浦河 ヒダカフアーム 460－ 41：25．3 3．8�
48 テイエムメロディー 牝3鹿 54 古川 吉洋竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 446－ 41：26．36 3．0�
11 アイアムピッカピカ 牝3黒鹿54 菱田 裕二堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 462－14 〃 クビ 8．5�
35 ノンライセンス 牝3黒鹿54 松田 大作�KTレーシング 松永 幹夫 平取 船越 伸也 456 ―1：26．4クビ 39．8�
24 カメリアテソーロ 牝3栗 54 北村 友一了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 前谷 武志 446－ 8 〃 クビ 8．6�
36 ショウナンマンカイ 牝3栗 54 吉田 隼人国本 哲秀氏 西村 真幸 新冠 ムラカミファーム 480－ 21：26．5クビ 7．1	
714 レイトブルーミング 牝3青鹿54 川須 栄彦�グランプリ 松下 武士 日高 目黒牧場 438 ―1：27．35 140．9

510 ラ イ ワ ル ツ 牝3鹿 54

51 ▲岩田 望来森田 藤治氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 454 ―1：27．51� 62．8�
59 コズミックレイズ 牝3黒鹿54 丸田 恭介ゴドルフィン 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464－ 41：27．81� 111．9�
47 デンコウミシオン 牝3黒鹿54 藤岡 康太田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 440＋ 61：28．01� 16．6
815 イノセントラヴ 牝3栗 54 丹内 祐次田島 孝司氏 青木 孝文 日高 スマイルファーム 432－101：29．27 210．9�
816 カ メ チ ャ ン 牝3黒鹿54 小崎 綾也内田 玄祥氏 星野 忍 千歳 社台ファーム 446－121：29．51� 151．9�
713 スティーリア 牝3青鹿 54

53 ☆横山 武史 �社台レースホース池上 昌和 安平 追分ファーム 482－ 61：29．81� 41．7�
23 ドナブライドル 牝3芦 54 丸山 元気山田 貢一氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 454＋ 61：30．33 7．8�
612 シュペルブソワレ 牝3栗 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 藤原牧場 512 ―1：31．68 231．2�
611 ミアフィリア 牝3栗 54

53 ☆川又 賢治坂巻 勝彦氏 中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 430＋ 21：31．81 203．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，166，400円 複勝： 33，176，400円 枠連： 9，741，700円
馬連： 36，381，100円 馬単： 19，328，000円 ワイド： 28，948，600円
3連複： 58，147，700円 3連単： 69，968，000円 計： 274，857，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 120円 � 250円 枠 連（1－4） 340円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 240円 �� 750円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 7，890円

票 数

単勝票数 計 191664 的中 � 39983（2番人気）
複勝票数 計 331764 的中 � 60421（2番人気）� 94397（1番人気）� 23190（6番人気）
枠連票数 計 97417 的中 （1－4） 22081（1番人気）
馬連票数 計 363811 的中 �� 50505（1番人気）
馬単票数 計 193280 的中 �� 12536（2番人気）
ワイド票数 計 289486 的中 �� 35901（1番人気）�� 8808（12番人気）�� 12562（6番人気）
3連複票数 計 581477 的中 ��� 22750（4番人気）
3連単票数 計 699680 的中 ��� 6428（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―34．9―47．2―59．8―1：12．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．4―3F38．1
3 ・（2，8）－1，11（4，7）－（5，14）（6，10，16）15，9－3，13－12 4 2，8－1－4（5，7）（6，14）11，10（15，16）9－3－13－12

勝馬の
紹 介

ヒ イ ナ ヅ キ �
�
父 トビーズコーナー �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2018．11．4 福島2着

2016．3．27生 牝3栗 母 シスターエレキング 母母 アンバーウェー 4戦1勝 賞金 9，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カメチャン号・ドナブライドル号・シュペルブソワレ号・ミアフィリア号は，「タイムオーバーによる出

走制限」のため，平成31年4月9日まで平地競走に出走できない。
スティーリア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月9日まで平地競走に
出走できない。

08002 3月9日 晴 稍重 （31中京2）第1日 第2競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走10時15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
1：10．0
1：08．7

重
重

712 メイショウフクイク 牝3栗 54 義 英真松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 赤田牧場 474－ 41：13．9 6．7�
11 トーホウフレーテ 牝3鹿 54 �島 克駿東豊物産� 高橋 亮 浦河 有限会社

吉田ファーム 444± 01：14．11�＋ハナ 8．0�
34 ダイリュウボーラー 牡3青鹿 56

55 ☆森 裕太朗大野 龍氏 橋口 慎介 新冠 樋渡 志尚 420－ 2 （降着） 4．7�
58 リトルウィッチ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 岡田スタツド 402－ 61：14．31� 2．4�
23 コスモルシオ 牡3栗 56

55 ☆横山 武史 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 504－ 51：14．62 5．9	
35 キョウエイミーレス 牡3鹿 56 小崎 綾也田中 晴夫氏 小崎 憲 新ひだか 藤沢牧場 482－ 41：14．91� 31．0

22 スマートフェイス 牝3鹿 54

51 ▲岩田 望来間野 隆司氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 420 ―1：15．0� 14．0�
47 セイカアミダイケ 牝3芦 54 荻野 極久米 大氏 小野 次郎 新冠 シンユウフアーム 420－ 41：15．1� 64．6�
59 チェリーマドンナ 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大櫻井 悦朗氏 小西 一男 新冠 飛渡牧場 438－ 41：15．2クビ 84．5
815 テイエムイブシギン 牡3芦 56

53 ▲団野 大成竹園 正繼氏 武 英智 日高 佐々木 康治 510＋ 6 〃 クビ 66．5�
610 グランドバレエ 牡3黒鹿 56

55 ☆川又 賢治吉田 晴哉氏 浅見 秀一 安平 追分ファーム 462－141：15．73 74．1�
814 ファンタジオ 牡3栗 56

53 ▲斎藤 新岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 有限会社石川牧場 460－ 21：16．01� 71．2�
611 メイショウジガネ 牡3鹿 56 城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 504＋ 61：16．74 204．3�
713 テンノイセヒメ 牝3黒鹿 54

51 ▲西村 淳也天白 泰司氏 高柳 大輔 洞�湖 レイクヴィラファーム 408－ 41：17．97 118．1�
46 イチバンダイコ 牡3黒鹿56 井上 敏樹西村新一郎氏 蛯名 利弘 新ひだか 田原橋本牧場 474± 0 （競走中止） 323．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 19，511，900円 複勝： 23，309，400円 枠連： 6，918，100円
馬連： 30，264，800円 馬単： 18，222，100円 ワイド： 22，064，200円
3連複： 45，388，400円 3連単： 58，898，900円 計： 224，577，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 180円 � 220円 � 190円 枠 連（1－7） 2，380円

馬 連 �� 2，910円 馬 単 �� 5，210円

ワ イ ド �� 840円 �� 590円 �� 630円

3 連 複 ��� 3，400円 3 連 単 ��� 23，390円

票 数

単勝票数 計 195119 的中 � 23210（4番人気）
複勝票数 計 233094 的中 � 35164（2番人気）� 26404（5番人気）� 32425（3番人気）
枠連票数 計 69181 的中 （1－7） 2247（10番人気）
馬連票数 計 302648 的中 �� 8050（11番人気）
馬単票数 計 182221 的中 �� 2620（21番人気）
ワイド票数 計 220642 的中 �� 6593（11番人気）�� 9679（7番人気）�� 8992（8番人気）
3連複票数 計 453884 的中 ��� 9988（12番人気）
3連単票数 計 588989 的中 ��� 1825（77番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．1―12．7―12．3―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．5―35．6―48．3―1：00．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．4―3F38．3
3 8，4（1，5）（2，11）（3，15）12，10，7，13（6，9，14） 4 8，4，1，5（2，12）（3，11，15）10，7－（9，14，13）－6

勝馬の
紹 介

メイショウフクイク �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 アドマイヤマックス デビュー 2018．9．9 阪神6着

2016．3．9生 牝3栗 母 エメラルドタワー 母母 フルーツマーケット 5戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 イチバンダイコ号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔降着〕 ダイリュウボーラー号は，2位〔タイム1分14秒1，着差1�馬身〕に入線したが，決勝線手前で外側に斜行して

「トーホウフレーテ」号の走行を妨害し，かつ，走行妨害がなければ被害馬が先に入線していたと認められるため3着に降着。
〔制裁〕 ダイリュウボーラー号の騎手森裕太朗は，決勝線手前で外側に斜行したことについて平成31年3月16日から平成31年3月

24日まで騎乗停止。（被害馬：1番）
〔3走成績による出走制限〕 ファンタジオ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年5月9日まで平地競走に出走できな

い。

第２回 中京競馬 第１日



08003 3月9日 晴 稍重 （31中京2）第1日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時45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

22 スターオブオナー 牡3栗 56 丸山 元気 �シルクレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：55．6 8．3�
44 マノアフォールズ 牡3鹿 56

53 ▲斎藤 新�KTレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 464＋ 81：55．81� 5．8�
33 エンダウメント 牡3黒鹿56 吉田 隼人ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506－10 〃 クビ 2．4�
67 タイセイスキャット 牡3鹿 56 �島 克駿田中 成奉氏 高橋 義忠 日高 ナカノファーム B452－ 81：55．9� 9．9�
11 デルマシャンティ 牡3芦 56

55 ☆川又 賢治浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 512± 01：56．96 52．1	
79 タイセイグリード 牡3栗 56 黛 弘人田中 成奉氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B458－ 21：57．0� 314．9

68 スターリーパレード 牡3鹿 56 小崎 綾也 �グリーンファーム西村 真幸 安平 ノーザンファーム 484± 01：58．17 3．5�
56 サ ン タ コ マ 牡3鹿 56

55 ☆横山 武史 �加藤ステーブル 青木 孝文 新冠 山岡ファーム 462－ 61：58．52� 201．6�
811 メイショウジザイ 牡3鹿 56

53 ▲西村 淳也松本 好雄氏 和田 勇介 平取 びらとり牧場 500－121：58．92� 19．9
55 マイネルファイヤー 牡3青鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新ひだか 岡田 猛 464－ 41：59．32� 142．3�
710 ク ー ザ 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子ライオンレースホース� 根本 康広 日高 Shall Farm 474－ 22：02．0大差 76．1�
812 ヒルノアニモ 牡3栗 56 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 482－ 42：02．53 15．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 26，420，500円 複勝： 28，375，700円 枠連： 7，193，000円
馬連： 31，092，600円 馬単： 17，843，700円 ワイド： 23，714，400円
3連複： 43，014，500円 3連単： 64，773，300円 計： 242，427，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 190円 � 150円 � 130円 枠 連（2－4） 2，080円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 3，980円

ワ イ ド �� 550円 �� 470円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，520円 3 連 単 ��� 16，370円

票 数

単勝票数 計 264205 的中 � 25241（4番人気）
複勝票数 計 283757 的中 � 31262（4番人気）� 49972（3番人気）� 64072（1番人気）
枠連票数 計 71930 的中 （2－4） 2674（9番人気）
馬連票数 計 310926 的中 �� 12507（8番人気）
馬単票数 計 178437 的中 �� 3356（16番人気）
ワイド票数 計 237144 的中 �� 10684（8番人気）�� 12640（7番人気）�� 17094（3番人気）
3連複票数 計 430145 的中 ��� 21115（4番人気）
3連単票数 計 647733 的中 ��� 2868（59番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―13．6―13．2―12．9―12．8―12．7―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―38．4―51．6―1：04．5―1：17．3―1：30．0―1：42．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スターオブオナー �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 Tapit デビュー 2018．8．18 新潟8着

2016．2．9生 牡3栗 母 ムスタパルタ 母母 ワンダーレディアンエル 4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クーザ号・ヒルノアニモ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月9日まで

平地競走に出走できない。

08004 3月9日 晴 稍重 （31中京2）第1日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時15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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

612 キングキャラット 牡3栗 56 丸山 元気田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 熊谷 武 506± 01：26．3 3．2�
35 � ピースプレイヤー 牡3鹿 56 菱田 裕二飯田 正剛氏 高野 友和 米 Jack Sims B482－ 81：27．04 15．6�
713 タ ン レ イ 牝3芦 54

51 ▲藤田菜七子佐久間拓士氏 伊藤 大士 新ひだか 藤沢牧場 432± 0 〃 クビ 30．0�
24 � エ ル ズ リ ー 牝3栗 54

51 ▲西村 淳也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 山内 研二 米 Springlan

d Farm 518 ―1：27．21� 3．5�
12 サンロアノーク 牡3黒鹿56 西村 太一 �加藤ステーブル 新開 幸一 日高 株式会社

ケイズ 468－ 6 〃 クビ 7．0�
714 タイセイガニアン 牡3鹿 56 吉田 隼人田中 成奉氏 池上 昌和 浦河 藤春 修二 496－101：27．73 8．3	
816 シゲルスタールビー 牝3鹿 54 	島 克駿森中 蕃氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム 526－ 21：28．01
 48．3

47 ローレルリース 牝3鹿 54

51 ▲斎藤 新岡田 牧雄氏 小島 茂之 浦河 ガーベラパー
クスタツド 506＋ 21：28．1
 94．1�

510� ヴィーゲンリート 牝3青鹿54 北村 友一�ノースヒルズ 武 幸四郎 米 Kinsman
Farm 466＋ 41：28．52� 4．6�

11 シゲルシンジュ 牡3芦 56 古川 吉洋森中 蕃氏 水野 貴広 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 498± 0 〃 ハナ 204．1

48 ジュゼッペレオ 牡3栗 56 川須 栄彦石川 幸司氏 牧田 和弥 新ひだか 徳本 幸雄 454 ―1：28．81
 213．9�
36 ナムラダイダロス 牡3鹿 56 丹内 祐次奈村 信重氏 岩戸 孝樹 浦河 中島牧場 446＋121：29．65 271．1�
815 イスモイルテソーロ 牡3栗 56

55 ☆横山 武史了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 日高 沖田牧場 492 ―1：29．81 32．4�

611 エ リ ジ ウ ム �3鹿 56 丸田 恭介山上 和良氏 松永 康利 新ひだか 漆原 武男 478 ―1：30．11
 155．2�
59 リターンチョウサン 牝3鹿 54 柴山 雄一�チョウサン 和田 雄二 平取 坂東牧場 B482－161：30．42 227．9�
23 ダイユウゲネシス 牡3栗 56

53 ▲小林 凌大大友 靖岐氏 土田 稔 新ひだか 見上牧場 478＋121：30．61 194．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，727，100円 複勝： 31，621，400円 枠連： 8，321，300円
馬連： 33，132，800円 馬単： 16，495，100円 ワイド： 27，005，200円
3連複： 48，714，900円 3連単： 59，069，400円 計： 250，087，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 170円 � 370円 � 730円 枠 連（3－6） 3，470円

馬 連 �� 2，760円 馬 単 �� 4，410円

ワ イ ド �� 920円 �� 1，900円 �� 5，330円

3 連 複 ��� 22，340円 3 連 単 ��� 77，860円

票 数

単勝票数 計 257271 的中 � 63113（1番人気）
複勝票数 計 316214 的中 � 65403（1番人気）� 19895（6番人気）� 8993（9番人気）
枠連票数 計 83213 的中 （3－6） 1856（13番人気）
馬連票数 計 331328 的中 �� 9274（11番人気）
馬単票数 計 164951 的中 �� 2799（20番人気）
ワイド票数 計 270052 的中 �� 7880（12番人気）�� 3628（16番人気）�� 1264（37番人気）
3連複票数 計 487149 的中 ��� 1635（56番人気）
3連単票数 計 590694 的中 ��� 550（218番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．5―35．9―48．1―1：00．8―1：13．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．4―3F38．2
3 4（13，9）（7，12）－（5，16）（2，10，14）－8（1，3）－6－（11，15） 4 ・（4，13）（7，12，9）16（5，14）（2，10）－（1，3，8）－6－（11，15）

勝馬の
紹 介

キングキャラット �
�
父 ノボジャック �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2019．1．5 中山10着

2016．4．29生 牡3栗 母 ゴッドエンジェル 母母 フジノキャラット 4戦1勝 賞金 8，300，000円
〔その他〕 ダイユウゲネシス号は，最後の直線コースで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リターンチョウサン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月9日まで平地

競走に出走できない。



08005 3月9日 晴 良 （31中京2）第1日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走12時05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 1，025，000
1，025，000

円
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

24 トウカイオラージュ 牡3栗 56
53 ▲斎藤 新内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 456－ 21：21．5 3．9�

714 ハーフバック 牝3黒鹿54 �島 克駿本間 充氏 杉山 晴紀 日高 本間牧場 468－ 41：21．81� 23．7�
11 アセンダント 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新ひだか 加野牧場 438± 01：22．43� 25．4�
818 サ ラ ミ ス 牡3鹿 56 北村 友一 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 482＋ 2 〃 同着 1．6�
36 ノーリミッツ 牡3黒鹿56 古川 吉洋山内 邦一氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 430＋ 4 〃 ハナ 50．6	
510 カ リ ナ ン 牝3青鹿54 藤岡 康太寺田 寿男氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 402 ―1：22．61� 32．5

23 フォークアート 牝3栗 54

53 ☆横山 武史林 正道氏 武井 亮 新ひだか 服部 牧場 450± 01：23．13 8．4�
48 セレーネワルツ 牝3栗 54

53 ☆川又 賢治 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 鈴木 孝志 新ひだか タイヘイ牧場 422－ 81：23．41� 142．4�

715 グランデエス 牝3鹿 54 中谷 雄太山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 B474－ 2 〃 アタマ 164．7
611 ヒシマデイラ 牡3鹿 56 吉田 隼人阿部 雅英氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 440－ 4 〃 クビ 47．8�
817 ホウオウブリュレ 牝3栗 54 黛 弘人小笹 芳央氏 林 徹 新ひだか 岡田スタツド 408－ 61：23．61� 227．4�
35 トミケンヴァール 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 凌大冨樫 賢二氏 小西 一男 新ひだか 松田牧場 402－161：23．91� 317．4�
816 フライトゥヘヴン 牝3栗 54 荻野 極大塚 亮一氏 新開 幸一 浦河 日の出牧場 B432＋14 〃 ハナ 228．7�
713 ホワイトショーコ 牝3芦 54

53 ☆森 裕太朗臼井義太郎氏 本間 忍 日高 シンボリ牧場 432－16 〃 クビ 183．5�
59 マーセッドマッハ 牡3鹿 56 中井 裕二 KSレーシング 安田 隆行 新冠 川上牧場 438 ―1：24．32 201．1�
12 ラッキーファインド 牝3黒鹿54 横山 和生福田 光博氏 的場 均 浦河 グランデファーム 416± 01：24．62 319．4�
612 ウォーターバベル 牡3鹿 56

53 ▲西村 淳也山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 456－ 61：25．34 37．6�
47 エンプレスアロー 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子村山 忠弘氏 根本 康広 浦河 市川フアーム 410－10 〃 クビ 16．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 25，672，700円 複勝： 46，009，200円 枠連： 13，888，200円
馬連： 40，568，100円 馬単： 24，726，400円 ワイド： 31，632，600円
3連複： 59，405，000円 3連単： 92，624，700円 計： 334，526，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 110円 � 230円 �
�

240円
110円 枠 連（2－7） 2，590円

馬 連 �� 4，950円 馬 単 �� 6，950円

ワ イ ド �� 610円 ��
��

490円
130円

��
��

2，230円
380円

3 連 複 ���
���

9，280円
1，030円 3 連 単 ���

���
35，060円
9，840円

票 数

単勝票数 計 256727 的中 � 52042（2番人気）
複勝票数 計 460092 的中 �

�
58964
258051

（2番人気）
（1番人気）

� 14759（5番人気）� 13859（6番人気）

枠連票数 計 138882 的中 （2－7） 4148（11番人気）
馬連票数 計 405681 的中 �� 6347（13番人気）
馬単票数 計 247264 的中 �� 2665（18番人気）
ワイド票数 計 316326 的中 ��

��
6637
1656
（13番人気）
（30番人気）

��
��

8531
11747

（9番人気）
（5番人気）

�� 57444（1番人気）

3連複票数 計 594050 的中 ��� 2318（50番人気）��� 22137（4番人気）
3連単票数 計 926247 的中 ��� 955（180番人気） ��� 3421（47番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．3―11．9―11．7―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．2―46．1―57．8―1：09．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウカイオラージュ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．7．28 小倉2着

2016．5．1生 牡3栗 母 トウカイミステリー 母母 タイキミステリー 5戦1勝 賞金 9，850，000円
〔調教再審査〕 ウォーターバベル号は，4コーナーで外側に逃避したことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラッキーファインド号・ウォーターバベル号・エンプレスアロー号は，「タイムオーバーによる出走

制限」のため，平成31年4月9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。
（非抽選馬） 2頭 ナンヨーミカヅキ号・ロザムール号

08006 3月9日 晴 良 （31中京2）第1日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走12時35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
1：48．9
1：47．8

重
重

67 クインアマランサス 牝5栗 55 北村 友一 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 470± 01：54．1 1．7�
44 メイショウバーズ 牝6鹿 55 黛 弘人松本 好�氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 476＋ 41：54．63 24．0�
66 クリノヴィクトリア 牝5栗 55

54 ☆横山 武史栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 436± 01：54．7� 6．5�
55 エバーパッション 牝6青鹿55 丸田 恭介宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 456＋ 81：55．55 151．3�
79 クールデザイン 牝5鹿 55 藤懸 貴志 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 456＋ 21：55．71� 8．2	
33 ハイエストクイーン 牝4黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子山田 弘氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 61：56．12� 15．0

78 メジャーマジック 牝4鹿 55

52 ▲西村 淳也 �社台レースホース橋口 慎介 千歳 社台ファーム 514＋ 8 〃 ハナ 4．7�
810 サンマルメジャール 牝7鹿 55 吉田 隼人相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 472＋ 61：56．2アタマ 57．0�
22 サツキユニヴァース 牝5栗 55 川島 信二小野 博郷氏 蛯名 利弘 新ひだか 田中 裕之 450－ 61：56．41� 154．2
811 ジェイエルノブレス 牝4鹿 55

52 ▲小林 凌大橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 446－101：56．72 109．9�
11 ブリシンガメン 牝5栗 55 藤岡 康太吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 462－ 31：57．65 29．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 19，027，000円 複勝： 76，978，600円 枠連： 7，231，000円
馬連： 26，118，900円 馬単： 18，715，800円 ワイド： 22，498，300円
3連複： 38，546，500円 3連単： 79，751，100円 計： 288，867，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 280円 � 170円 枠 連（4－6） 1，320円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 2，100円

ワ イ ド �� 500円 �� 230円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 2，270円 3 連 単 ��� 9，080円

票 数

単勝票数 計 190270 的中 � 88904（1番人気）
複勝票数 計 769786 的中 � 601302（1番人気）� 15438（5番人気）� 34759（4番人気）
枠連票数 計 72310 的中 （4－6） 4216（3番人気）
馬連票数 計 261189 的中 �� 13126（4番人気）
馬単票数 計 187158 的中 �� 6654（7番人気）
ワイド票数 計 224983 的中 �� 10939（6番人気）�� 29825（2番人気）�� 3723（13番人気）
3連複票数 計 385465 的中 ��� 12694（6番人気）
3連単票数 計 797511 的中 ��� 6362（28番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―37．1―50．2―1：03．0―1：15．8―1：28．4―1：41．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クインアマランサス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．12．25 阪神14着

2014．1．29生 牝5栗 母 ヒカルアマランサス 母母 ス タ ー ミ ー 13戦3勝 賞金 35，700，000円
〔発走状況〕 サツキユニヴァース号は，枠内駐立不良〔突進〕。



08007 3月9日 晴 良 （31中京2）第1日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走13時05分 （芝・左）
500万円以下；負担重量は，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
1：58．3
1：56．1

良
良

56 ストロングレヴィル 牡5黒鹿57 藤岡 康太村木 篤氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 488＋142：01．2 4．7�

11 エリンズロマーネ 牝4栗 55 �島 克駿吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 482± 02：01．41	 16．9�
33 ブルースカイハーツ 牡5黒鹿 57

56 ☆川又 賢治 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 日高 タバタファーム 440－122：01．5
 21．1�

45 エフティアテナ 牝4黒鹿 55
52 ▲藤田菜七子吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 436－ 4 〃 ハナ 5．5�

44 コールストーム 牡5鹿 57 吉田 隼人�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 510＋ 42：01．6
 8．8�

22 クライベイビー 牝5栗 55
54 ☆横山 武史�G1レーシング 菊沢 隆徳 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－122：01．81	 54．2	
68 マ ン ハ イ ム 牝5栗 55 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 436± 02：02．01
 15．3�
57 エスピリトゥオーゾ 牡5栗 57 古川 吉洋名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 468＋ 62：02．1
 20．0�
812 アウステルリッツ 牡5黒鹿57 北村 友一 
サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 486－ 82：02．42 2．3
711 トーセンクリーガー 牡4栗 57 横山 和生島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 490＋ 2 〃 アタマ 52．0�
710 ルーラーキング 牡5鹿 57 丸田 恭介宮本 貞雄氏 小笠 倫弘 日高 石原牧場 478＋ 42：02．5� 46．0�
813 エイブルボス 牡7黒鹿 57

54 ▲西村 淳也中澤 隆氏 和田 勇介 新ひだか 山際牧場 470－ 62：02．92
 29．7�
69 ヤマニンベリンダ 牝5黒鹿55 中井 裕二土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 448－ 42：07．9大差 212．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 24，450，500円 複勝： 28，209，500円 枠連： 9，269，700円
馬連： 33，047，400円 馬単： 16，654，800円 ワイド： 26，477，500円
3連複： 48，892，000円 3連単： 61，264，100円 計： 248，265，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 200円 � 330円 � 570円 枠 連（1－5） 2，220円

馬 連 �� 3，120円 馬 単 �� 4，850円

ワ イ ド �� 920円 �� 1，620円 �� 3，240円

3 連 複 ��� 18，430円 3 連 単 ��� 78，610円

票 数

単勝票数 計 244505 的中 � 40928（2番人気）
複勝票数 計 282095 的中 � 44910（2番人気）� 21789（5番人気）� 10967（9番人気）
枠連票数 計 92697 的中 （1－5） 3234（10番人気）
馬連票数 計 330474 的中 �� 8198（12番人気）
馬単票数 計 166548 的中 �� 2572（17番人気）
ワイド票数 計 264775 的中 �� 7674（9番人気）�� 4192（18番人気）�� 2047（34番人気）
3連複票数 計 488920 的中 ��� 1989（63番人気）
3連単票数 計 612641 的中 ��� 565（266番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―12．6―12．5―12．5―12．6―12．2―12．0―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．6―36．2―48．7―1：01．2―1：13．8―1：26．0―1：38．0―1：49．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ストロングレヴィル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2017．2．25 中山1着

2014．2．17生 牡5黒鹿 母 アドマイヤダンサー 母母 キャサリーンパー 13戦3勝 賞金 33，004，000円
〔制裁〕 エリンズロマーネ号の騎手�島克駿は，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：12番）

ストロングレヴィル号の騎手藤岡康太は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：1番・5番・
3番）

〔その他〕 アウステルリッツ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマニンベリンダ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月9日まで平地競

走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 アウステルリッツ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成31年4月9日まで出走できない。

08008 3月9日 晴 良 （31中京2）第1日 第8競走 ��1，600�サラブレッド系4歳以上
発走13時40分 （芝・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
1：32．3
1：30．7

良
良

46 ビーカーリー 牝5黒鹿55 小崎 綾也馬場 祥晃氏 西村 真幸 新ひだか 沼田 照秋 466－ 21：35．1 3．8�
45 アングルティール 牝4黒鹿55 �島 克駿�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 426－ 21：35．2� 5．0�
34 コ ス タ ネ ラ 牝4栗 55 藤岡 康太 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム 440＋ 41：35．41� 29．2�
610 タンタグローリア 牝5鹿 55

52 ▲岩田 望来�G1レーシング 藤原 英昭 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 404＋10 〃 ハナ 6．6�

814 レッドイリーゼ 牝4青鹿55 吉田 隼人 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 444＋ 2 〃 ハナ 5．2	
813 ファストライフ 牝4栗 55 丸山 元気石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 442－ 8 〃 ハナ 7．9

33 エバープリンセス 牝5栗 55 菱田 裕二宇田 豊氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 454－ 81：35．5� 84．4�
11 ダンツクレイオー 牝4鹿 55 藤懸 貴志山元 哲二氏 本田 優 千歳 社台ファーム 486－ 2 〃 ハナ 19．3�
711	 イルーシヴゴールド 牝4芦 55 北村 友一 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 476＋ 81：35．6� 6．8
57 リュニヴェール 牝4黒鹿 55

52 ▲斎藤 新杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 B464＋ 21：35．7� 19．2�
712 オンファサイト 牝4青鹿 55

52 ▲西村 淳也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 高橋 祥泰 浦河 中村 雅明 420＋101：36．02 173．2�

58 ラブユーミー 牝5鹿 55 中井 裕二増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田牧場 498－101：36．21� 161．1�
22 	 ワンダーラスト 牝6鹿 55 黛 弘人下河�行雄氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 410－ 61：36．51
 226．5�
69 	 ゴールデンビコー 牝4鹿 55

52 ▲藤田菜七子村山 忠弘氏 根本 康広 日高 鹿戸 正幸 438＋ 41：39．3大差 65．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 28，912，200円 複勝： 41，905，300円 枠連： 13，865，500円
馬連： 48，393，900円 馬単： 23，852，900円 ワイド： 34，470，600円
3連複： 61，395，500円 3連単： 83，076，100円 計： 335，872，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 180円 � 640円 枠 連（4－4） 1，220円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，260円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，940円 �� 2，130円

3 連 複 ��� 7，680円 3 連 単 ��� 32，840円

票 数

単勝票数 計 289122 的中 � 59309（1番人気）
複勝票数 計 419053 的中 � 85156（1番人気）� 67628（3番人気）� 11983（9番人気）
枠連票数 計 138655 的中 （4－4） 8808（6番人気）
馬連票数 計 483939 的中 �� 32873（2番人気）
馬単票数 計 238529 的中 �� 7912（3番人気）
ワイド票数 計 344706 的中 �� 24822（2番人気）�� 4311（27番人気）�� 3910（30番人気）
3連複票数 計 613955 的中 ��� 5988（26番人気）
3連単票数 計 830761 的中 ��� 1834（123番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．0―12．2―11．8―11．8―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―36．0―48．2―1：00．0―1：11．8―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F35．1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ビーカーリー �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．7．23 中京8着

2014．5．24生 牝5黒鹿 母 メデタイメデタイ 母母 タイトルロウル 24戦3勝 賞金 45，178，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴールデンビコー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月9日まで平地

競走に出走できない。



08009 3月9日 晴 良 （31中京2）第1日 第9競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走14時15分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

12 ディサーニング 牡4鹿 57 西村 太一ゴドルフィン 加藤 征弘 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 504－ 21：25．0 4．7�

11 ブライトエンパイア 牡4鹿 57
54 ▲斎藤 新杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 442－ 61：25．1� 5．3�

714 サンライズフルメン 牡4栗 57 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 494－ 21：25．42 15．2�
47 クインズラミントン 牡5鹿 57 丸山 元気亀田 和弘氏 池上 昌和 新冠 新冠橋本牧場 482－ 61：25．71	 4．2�
24 キタノユウキ 牡4鹿 57 藤岡 康太河内 孝夫氏 相沢 郁 日高 増尾牧場 536－141：25．8� 6．0�
611 ラスティユース 牡4栗 57 丸田 恭介小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 482－ 21：26．01 10．4�
59 シトラスクーラー 
6鹿 57 荻野 極	G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 472＋ 2 〃 クビ 64．7

36 デルマカミカゼ 牡4黒鹿57 横山 和生浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 452－ 8 〃 クビ 14．0�
816 エールショー 牡4芦 57 吉田 隼人	ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486＋101：26．63� 39．9�
713� マイネルイノメ 牡4栗 57 丹内 祐次 	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 492－ 2 〃 アタマ 75．1
48 キャノンストーム 牡6黒鹿57 �島 克駿前田 幸治氏 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 498－ 21：26．81� 33．9�
23 ライクアロケット 
4鹿 57

54 ▲小林 凌大島田 久氏 小西 一男 日高 高柳 隆男 460－ 61：27．11� 97．8�
35 ラインマッシモ 牡4栗 57 古川 吉洋大澤 繁昌氏 蛯名 利弘 浦河 桑田 正己 B474＋ 41：27．31� 174．5�
815 サンマルライバル 牡5青鹿57 黛 弘人相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 B476＋20 〃 ハナ 214．7�
510� サンライズソウマ 
5青鹿57 岡田 祥嗣松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 480－ 4 〃 ハナ 12．1�
612 ファントムメナス 牡4黒鹿 57

54 ▲藤田菜七子 	ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 石栗 龍彦 日高 広富牧場 530－ 11：28．04 30．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，713，700円 複勝： 43，391，900円 枠連： 14，904，000円
馬連： 51，547，900円 馬単： 23，086，800円 ワイド： 39，167，000円
3連複： 74，413，400円 3連単： 90，211，300円 計： 363，436，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 200円 � 200円 � 490円 枠 連（1－1） 1，140円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，190円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，400円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 7，210円 3 連 単 ��� 34，800円

票 数

単勝票数 計 267137 的中 � 45136（2番人気）
複勝票数 計 433919 的中 � 64476（2番人気）� 60250（3番人気）� 18637（8番人気）
枠連票数 計 149040 的中 （1－1） 10125（3番人気）
馬連票数 計 515479 的中 �� 34603（3番人気）
馬単票数 計 230868 的中 �� 7887（4番人気）
ワイド票数 計 391670 的中 �� 22221（3番人気）�� 6959（16番人気）�� 5851（20番人気）
3連複票数 計 744134 的中 ��� 7733（22番人気）
3連単票数 計 902113 的中 ��� 1879（95番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―12．0―12．3―12．3―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．8―35．8―48．1―1：00．4―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディサーニング �
�
父 Street Cry �

�
母父 Discreet Cat デビュー 2017．12．10 中山1着

2015．4．20生 牡4鹿 母 タクトフリー 母母 Kydd Gloves 7戦2勝 賞金 19，820，000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） 1頭 コールドターキー号
（非抽選馬） 1頭 ソールライト号

08010 3月9日 晴 良 （31中京2）第1日 第10競走 ��
��1，600�フローラルウォーク賞

発走14時50分 （芝・左）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：30．7

良
良

11 ピースワンパラディ 牡3鹿 56 丸山 元気長谷川成利氏 大竹 正博 日高 高山牧場 452－ 61：34．8 6．3�
33 ブルスクーロ 牡3鹿 56 荻野 極 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B512＋ 81：35．01 20．1�
79 ミッキースピリット 牡3鹿 56 北村 友一野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 486＋ 21：35．1� 3．8�
44 レースガーデン 牝3芦 54 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 448－ 81：35．31� 11．0�
66 マイネルウィルトス 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 462－ 41：35．51� 2．9	
22 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 448－ 4 〃 クビ 12．9

67 サダムゲンヤ 牡3鹿 56 川須 栄彦大西 定氏 中尾 秀正 新ひだか 坂本 智広 492－ 8 〃 アタマ 8．5�
810 リ ゲ イ ン 牝3鹿 54 中井 裕二 �コスモヴューファーム 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 428＋ 21：35．82 186．8�
55 トロイメント 牝3青 54 吉田 隼人�G1レーシング 西浦 勝一 安平 追分ファーム 426＋ 2 〃 クビ 7．5
811 エイカイキャロル 牝3鹿 54 岩田 望来二木 英德氏 藤原 英昭 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 454－ 41：36．54 44．5�
78 イクスパイアーズ 牝3芦 54 的場 勇人谷口 祐人氏 的場 均 新ひだか 棚川 光男 464－ 21：38．110 254．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 39，667，000円 複勝： 50，470，200円 枠連： 11，622，500円
馬連： 66，283，900円 馬単： 32，575，200円 ワイド： 44，684，600円
3連複： 86，289，000円 3連単： 139，523，400円 計： 471，115，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 240円 � 480円 � 180円 枠 連（1－3） 8，260円

馬 連 �� 6，400円 馬 単 �� 8，750円

ワ イ ド �� 1，880円 �� 640円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 9，160円 3 連 単 ��� 57，600円

票 数

単勝票数 計 396670 的中 � 49934（3番人気）
複勝票数 計 504702 的中 � 56144（4番人気）� 22490（8番人気）� 85521（2番人気）
枠連票数 計 116225 的中 （1－3） 1090（22番人気）
馬連票数 計 662839 的中 �� 8016（23番人気）
馬単票数 計 325752 的中 �� 2791（35番人気）
ワイド票数 計 446846 的中 �� 5912（25番人気）�� 18657（7番人気）�� 9530（17番人気）
3連複票数 計 862890 的中 ��� 7058（34番人気）
3連単票数 計1395234 的中 ��� 1756（201番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．4―12．4―12．0―11．4―10．9―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．1―36．5―48．9―1：00．9―1：12．3―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．9―3F33．9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ピースワンパラディ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2019．1．26 中京1着

2016．1．24生 牡3鹿 母 クリアソウル 母母 キャトルセゾン 2戦2勝 賞金 16，273，000円



08011 3月9日 晴 良 （31中京2）第1日 第11競走 ��
��1，400�トリトンステークス

発走15時25分 （芝・左）
4歳以上，1，600万円以下，30．3．10以降31．3．3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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

57 グランドボヌール 牡5鹿 55 城戸 義政田畑 利彦氏 鈴木 孝志 新ひだか 片岡 博 484± 01：20．4 14．7�
45 タイセイスターリー 牡5鹿 56 川又 賢治田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B534－ 21：20．61� 17．2�
33 アダムバローズ 牡5黒鹿56 菱田 裕二猪熊 広次氏 角田 晃一 新ひだか 服部 健太郎 512± 01：20．7クビ 16．8�
22 ダイトウキョウ 牡7鹿 55 丸山 元気市川 義美氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 468－ 2 〃 クビ 5．8�
58 ライトオンキュー 牡4鹿 55 古川 吉洋ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500－ 4 〃 クビ 2．7�
34 デスティニーソング 牝5鹿 52 �島 克駿 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 462－ 21：20．8クビ 9．0	
711 メイショウオーパス 牡4黒鹿55 柴山 雄一松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 500－ 4 〃 クビ 7．6

610 キアロスクーロ 	6黒鹿54 藤岡 康太水上 行雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 502＋ 21：21．01
 22．2�
813 ラベンダーヴァレイ 牝6鹿 53 岩田 望来金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 446＋ 41：21．1� 16．6�
11 テルメディカラカラ 牝7黒鹿52 岡田 祥嗣小林 薫氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 474－ 2 〃 ハナ 22．4
69 ヴゼットジョリー 牝5黒鹿54 中井 裕二 �社台レースホース中内田充正 千歳 社台ファーム 478＋ 4 〃 ハナ 20．9�
814 アナザープラネット 牡6鹿 55 吉田 隼人市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 498± 01：21．31� 14．4�
46 コーディエライト 牝4栗 51 中谷 雄太�G1レーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 486－ 41：21．4クビ 69．2�
712 ブ ロ ワ 牝6黒鹿50 斎藤 新�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 476－ 81：21．82� 80．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 51，995，000円 複勝： 67，891，100円 枠連： 35，461，000円
馬連： 159，667，800円 馬単： 61，184，800円 ワイド： 91，468，000円
3連複： 250，344，200円 3連単： 298，786，700円 計： 1，016，798，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，470円 複 勝 � 510円 � 610円 � 570円 枠 連（4－5） 2，260円

馬 連 �� 12，240円 馬 単 �� 21，280円

ワ イ ド �� 3，570円 �� 3，310円 �� 3，300円

3 連 複 ��� 52，570円 3 連 単 ��� 281，690円

票 数

単勝票数 計 519950 的中 � 28114（6番人気）
複勝票数 計 678911 的中 � 35952（7番人気）� 29000（9番人気）� 31671（8番人気）
枠連票数 計 354610 的中 （4－5） 12129（11番人気）
馬連票数 計1596678 的中 �� 10104（45番人気）
馬単票数 計 611848 的中 �� 2156（82番人気）
ワイド票数 計 914680 的中 �� 6594（45番人気）�� 7128（40番人気）�� 7161（39番人気）
3連複票数 計2503442 的中 ��� 3571（172番人気）
3連単票数 計2987867 的中 ��� 769（907番人気）

ハロンタイム 12．0―11．3―11．6―11．5―11．2―10．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―23．3―34．9―46．4―57．6―1：08．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F34．0
3 12，7（6，8，14）5，9（3，13）4（1，11）2－10 4 12，7（6，8）（5，14）（3，9）13（1，4）11，2－10

勝馬の
紹 介

グランドボヌール �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．11．19 京都2着

2014．5．24生 牡5鹿 母 クインネージュ 母母 クールネージュ 20戦5勝 賞金 68，619，000円

08012 3月9日 晴 良 （31中京2）第1日 第12競走 ��
��1，800�

せ と

瀬 戸 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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

11 � アイファーイチオー 牡5栗 57 丸山 元気中島 稔氏 上村 洋行 新ひだか 静内山田牧場 510－ 21：52．8 16．6�
22 スズカガルチ 牡5栗 57 荻野 極永井 啓弍氏 湯窪 幸雄 新ひだか 上村 清志 B522－ 21：53．01 8．0�
45 ドルチェリア 	6鹿 57 岡田 祥嗣太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 526＋ 21：53．21
 5．7�
33 � ジ ェ ミ ニ ズ 牡5栗 57 丸田 恭介ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 518－121：53．94 11．5�
46 インテグリティー 牡6鹿 57 藤岡 康太前田 幸治氏 高橋 義忠 むかわ 上水牧場 476－ 4 〃 ハナ 32．4�
34 ヴァルディノート 牡4黒鹿57 中谷 雄太 	キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 478－ 4 〃 ハナ 34．7

813 スペリオルシチー 牡5鹿 57 柴山 雄一 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B478＋12 〃 クビ 8．3�
57 ギ ラ ー ミ ン 	4栗 57 松田 大作谷 賢臣氏 松永 幹夫 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 500－101：54．64 38．6�
814 スズカフロンティア 牡5鹿 57 吉田 隼人永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 430＋ 61：54．92 12．5
610 マルヨシャバーリー 牡5栗 57 川須 栄彦野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 B496＋ 8 〃 ハナ 13．6�
58 サノノカガヤキ 牡6鹿 57 嶋田 純次佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 504－ 81：55．0クビ 27．1�
711 ナムラシンウチ 牡5鹿 57 �島 克駿奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 いとう牧場 B514± 01：55．42� 69．6�
712 アスターゴールド 牡5栗 57 田中 健加藤 久枝氏 南井 克巳 むかわ 上水牧場 496－ 2 〃 ハナ 4．5�
69 オ ノ リ ス 牡4黒鹿57 北村 友一 	キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 504－ 6 （競走中止） 5．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 45，173，700円 複勝： 67，445，300円 枠連： 22，591，300円
馬連： 85，003，600円 馬単： 34，549，100円 ワイド： 62，048，200円
3連複： 129，537，300円 3連単： 149，009，200円 計： 595，357，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，660円 複 勝 � 460円 � 240円 � 200円 枠 連（1－2） 5，860円

馬 連 �� 6，690円 馬 単 �� 12，370円

ワ イ ド �� 1，880円 �� 1，760円 �� 720円

3 連 複 ��� 12，170円 3 連 単 ��� 87，050円

票 数

単勝票数 計 451737 的中 � 21768（9番人気）
複勝票数 計 674453 的中 � 32430（9番人気）� 73403（4番人気）� 103046（2番人気）
枠連票数 計 225913 的中 （1－2） 2983（27番人気）
馬連票数 計 850036 的中 �� 9841（30番人気）
馬単票数 計 345491 的中 �� 2094（60番人気）
ワイド票数 計 620482 的中 �� 8280（27番人気）�� 8897（25番人気）�� 23047（3番人気）
3連複票数 計1295373 的中 ��� 7979（45番人気）
3連単票数 計1490092 的中 ��� 1241（336番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―38．2―50．9―1：03．2―1：15．3―1：27．6―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アイファーイチオー �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 デ ヒ ア

2014．3．20生 牡5栗 母 アイファーペガサス 母母 アストライアー 22戦2勝 賞金 36，800，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔発走状況〕 ナムラシンウチ号は，発走地点で左後肢落鉄。発走時刻5分遅延。
〔競走中止〕 オノリス号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



（31中京2）第1日 3月9日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 170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

186，970，000円
19，020，000円
1，320，000円
20，640，000円
67，680，500円
4，394，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
352，437，700円
538，784，000円
161，007，300円
641，502，800円
307，234，700円
454，179，200円
944，088，400円
1，246，956，200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 4，646，190，300円

総入場人員 11，291名 （有料入場人員 10，140名）
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