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02025 1月26日 晴 良 （31中京1）第3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）

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
1：48．9
1：47．8

重
重

67 グラスミルキー 牝3鹿 54 戸崎 圭太半沢� 尾形 和幸 新ひだか 静内フジカワ牧場 492± 01：57．5 3．3�
812 エイシンコロンビア 牝3黒鹿54 藤岡 康太�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 462－ 21：57．71 24．1�
22 ペプチドフシチョウ 牝3鹿 54 松田 大作沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 434－ 81：57．8� 8．5�
33 ベルキューズ 牝3栗 54 黛 弘人 �ローレルレーシング 武井 亮 新冠 村田牧場 B486± 0 〃 アタマ 2．7�
811 アドマイヤコメット 牝3黒鹿54 吉田 隼人近藤 利一氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 B442－ 81：58．12 5．7	
44 ジェミーウェイ 牝3栗 54 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B460± 01：58．52� 56．6

11 トーセンアメジスト 牝3青 54

51 ▲木幡 育也島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 488－ 41：59．24 7．0�

55 ドウニモトマラナイ 牝3黒鹿54 小崎 綾也内田 玄祥氏 小崎 憲 日高 原田牧場 448－102：00．05 94．4
68 アルムポノポノ 牝3栗 54 国分 恭介﨑川美枝子氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 438－ 22：00．42� 160．4�
56 オトコマサリ 牝3栗 54

53 ☆森 裕太朗西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 452－ 42：00．5クビ 227．0�
79 ビューティーコパ 牝3鹿 54

53 ☆藤田菜七子小林 祥晃氏 加藤 征弘 日高 ヤナガワ牧場 466－122：00．82 16．0�
710 チャームアゲン 牝3栗 54

52 △横山 武史浅川 皓司氏 中野 栄治 日高 シンボリ牧場 488＋ 42：00．9� 63．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 19，639，100円 複勝： 27，295，300円 枠連： 7，929，100円
馬連： 36，237，800円 馬単： 19，943，600円 ワイド： 28，423，800円
3連複： 58，424，500円 3連単： 78，387，100円 計： 276，280，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 540円 � 280円 枠 連（6－8） 690円

馬 連 �� 3，340円 馬 単 �� 5，140円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 480円 �� 1，950円

3 連 複 ��� 5，710円 3 連 単 ��� 26，540円

票 数

単勝票数 計 196391 的中 � 47043（2番人気）
複勝票数 計 272953 的中 � 59716（2番人気）� 10294（7番人気）� 23345（5番人気）
枠連票数 計 79291 的中 （6－8） 8868（2番人気）
馬連票数 計 362378 的中 �� 8397（13番人気）
馬単票数 計 199436 的中 �� 2907（21番人気）
ワイド票数 計 284238 的中 �� 6802（13番人気）�� 16417（6番人気）�� 3535（21番人気）
3連複票数 計 584245 的中 ��� 7665（19番人気）
3連単票数 計 783871 的中 ��� 2141（86番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．4―37．8―51．4―1：04．7―1：17．7―1：31．3―1：44．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グラスミルキー �
�
父 ワークフォース �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．10．6 東京11着

2016．3．20生 牝3鹿 母 ミルキーブロード 母母 グラスブロード 5戦1勝 賞金 7，000，000円

02026 1月26日 晴 良 （31中京1）第3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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

611 ゴールデンライオン 牡3鹿 56 �島 克駿石瀬 浩三氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 482－ 41：27．0 4．3�
12 シャドウハンター 牡3栗 56 戸崎 圭太飯塚 知一氏 藤岡 健一 新ひだか ヒサイファーム 534＋141：27．1� 4．9�
713 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 514＋ 21：28．37 21．3�
23 セイウンクロノス 牡3青鹿56 菱田 裕二西山 茂行氏 奥平 雅士 日高 野島牧場 430－ 81：28．4� 3．1�
47 ヘニーストライカー 牡3栗 56

55 ☆川又 賢治�ターフ・スポート寺島 良 浦河 中島牧場 502－ 21：28．61� 5．6�
714 ヤサカリベルテ 牡3栗 56

55 ☆藤田菜七子志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 446± 0 〃 ハナ 26．5	
815 ヘリオシース 牝3芦 54

51 ▲西村 淳也岡田 牧雄氏 武藤 善則 新ひだか 下屋敷牧場 398－14 〃 同着 12．7

816 ユニバーサリティ 牡3栗 56

54 △横山 武史平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 468－ 61：28．91� 140．3�
35 タガノゴマチャン 牡3芦 56 小崎 綾也八木 良司氏 加用 正 新冠 八木牧場 470± 0 〃 ハナ 43．0�
11 ゴールドメジャー 牡3栗 56 津村 明秀キャピタルクラブ 牧田 和弥 浦河 カナイシスタッド 456± 01：29．11� 13．2
36 ツインイレブン 牡3鹿 56 藤懸 貴志吉野加壽代氏 松元 茂樹 新冠 秋田牧場 488－ 41：29．52� 40．1�
59 アイルハヴウインズ 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 498＋ 21：29．6� 74．5�
612 スターオブワンダー 牡3栗 56

53 ▲木幡 育也伊東 純一氏 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 408± 0 〃 ハナ 431．8�
48 スローエクスプレス 牝3栗 54

53 ☆井上 敏樹本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 メイプルファーム 450－ 21：30．13 139．4�
24 クリノアメリア 牡3鹿 56

54 △富田 暁栗本 博晴氏 武 英智 日高 永村 侑 476＋201：32．4大差 211．9�
510 パープルソニック 牡3鹿 56 柴田 未崎中野 銀十氏 田所 秀孝 浦河 センチュリース

タッドファーム 404＋ 41：34．2大差 460．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，592，700円 複勝： 29，876，200円 枠連： 8，253，600円
馬連： 34，035，500円 馬単： 17，718，600円 ワイド： 27，890，600円
3連複： 51，912，800円 3連単： 56，876，200円 計： 248，156，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 200円 � 360円 枠 連（1－6） 990円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 2，960円

ワ イ ド �� 630円 �� 1，910円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 10，700円 3 連 単 ��� 41，110円

票 数

単勝票数 計 215927 的中 � 39467（2番人気）
複勝票数 計 298762 的中 � 52288（2番人気）� 39793（4番人気）� 17691（7番人気）
枠連票数 計 82536 的中 （1－6） 6455（4番人気）
馬連票数 計 340355 的中 �� 17022（6番人気）
馬単票数 計 177186 的中 �� 4476（11番人気）
ワイド票数 計 278906 的中 �� 12072（6番人気）�� 3638（21番人気）�� 3885（20番人気）
3連複票数 計 519128 的中 ��� 3638（34番人気）
3連単票数 計 568762 的中 ��� 1003（128番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―12．6―12．8―12．9―12．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．5―37．1―49．9―1：02．8―1：14．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールデンライオン �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2018．11．17 京都7着

2016．3．21生 牡3鹿 母 アドマイヤジュエル 母母 スエヒロジョウオー 5戦1勝 賞金 6，500，000円
〔調教再審査〕 パープルソニック号は，最後の直線コース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〕 クリノアメリア号・パープルソニック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年2月

26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 ブラックアルテミス号

第１回 中京競馬 第３日



02027 1月26日 晴 良 （31中京1）第3日 第3競走 ��1，900�サラブレッド系3歳
発走10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
1：57．7
1：53．7

良
不良

811 キ ャ メ ロ ン 牡3鹿 56 C．ルメール 川勝 裕之氏 今野 貞一 新ひだか 今 牧場 492－ 42：03．0 1．8�
67 スキッピングロック 牡3鹿 56 �島 克駿 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 462－ 22：04．06 5．9�
55 トゥプエデス 牡3黒鹿56 松田 大作佐藤 理氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 B442± 02：04．21 12．3�
78 カ ラ デ ニ ズ 牡3黒鹿56 北村 友一橋元 勇氣氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 524－ 8 〃 クビ 2．5�
33 クリノイカズチオー 牡3青鹿 56

53 ▲西村 淳也栗本 博晴氏 田所 秀孝 日高 日西牧場 412－ 62：05．47 101．3�
11 ポインデクスター 牡3青鹿56 中井 裕二�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 490－ 62：06．25 96．1	
22 テイエムウインド 牡3鹿 56 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 日高テイエム

牧場株式会社 478－ 6 〃 クビ 93．4

44 セイウンスクープ 牡3黒鹿 56

55 ☆川又 賢治西山 茂行氏 吉村 圭司 新冠 中央牧場 532－ 22：07．15 33．1�
810 タイキマイスター 牡3栗 56 中谷 雄太�大樹ファーム 寺島 良 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 476－ 62：07．41� 82．0�
79 エリーグローリー 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也谷川 正純氏 高橋 文雅 新ひだか 三木田 明仁 464＋ 62：07．72 200．8
66 ローマンウォリアー 牡3青鹿 56

54 △横山 武史岡田 牧雄氏 青木 孝文 新ひだか 大典牧場 476－ 22：09．6大差 334．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 24，358，500円 複勝： 42，623，300円 枠連： 6，851，100円
馬連： 31，418，400円 馬単： 23，617，000円 ワイド： 20，814，300円
3連複： 39，922，900円 3連単： 89，127，600円 計： 278，733，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 190円 � 190円 枠 連（6－8） 640円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 260円 �� 270円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，850円 3 連 単 ��� 4，300円

票 数

単勝票数 計 243585 的中 � 103065（1番人気）
複勝票数 計 426233 的中 � 221765（1番人気）� 31603（4番人気）� 32233（3番人気）
枠連票数 計 68511 的中 （6－8） 8225（2番人気）
馬連票数 計 314184 的中 �� 29709（3番人気）
馬単票数 計 236170 的中 �� 15946（3番人気）
ワイド票数 計 208143 的中 �� 21575（2番人気）�� 20347（4番人気）�� 7254（8番人気）
3連複票数 計 399229 的中 ��� 16121（5番人気）
3連単票数 計 891276 的中 ��� 14999（13番人気）

ハロンタイム 7．5―11．6―12．0―12．9―13．1―13．3―13．7―13．8―12．4―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．5―19．1―31．1―44．0―57．1―1：10．4―1：24．1―1：37．9―1：50．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．6―3F38．9
1
3
11－（5，10）－（7，8）（3，6）1－（2，9）4
11（5，10）（7，8）4，3，6（1，9）2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キ ャ メ ロ ン �
�
父 ケープブランコ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．1．12 中山2着

2016．3．31生 牡3鹿 母 ティンクルハート 母母 ファレノプシス 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ローマンウォリアー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年2月26日まで平地

競走に出走できない。

02028 1月26日 晴 良 （31中京1）第3日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走11時20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

23 コロニアルスタイル 牝5栗 55 M．デムーロ吉田 照哉氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 466＋ 41：13．3 2．7�
12 タイムレスメロディ 牝6鹿 55

54 ☆川又 賢治 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B436＋ 4 〃 クビ 32．6�
11 ヒ ザ ク リ ゲ 牝4栗 54 C．ルメール 手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 日高 出口牧場 432－ 61：13．51� 6．7�
816 ポートナイトサイト 牝4栗 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 464＋ 41：13．81� 20．5�
47 ジ ョ ワ イ ユ 牝5鹿 55 戸崎 圭太�ラ・メール 高木 登 浦河 ディアレスト

クラブ 460－ 21：13．9� 4．3	
714 デルマオフクロサン 牝5黒鹿 55

53 △横山 武史浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 454＋141：14．11 39．5

36 メイショウマイカゼ 牝6黒鹿55 	島 克駿松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 450－ 2 〃 アタマ 54．2�
713 トウケイゴコウ 牝4鹿 54

53 ☆加藤 祥太木村 信彦氏 飯田 祐史 日高 道見牧場 430＋ 41：14．31� 77．5�
24 ブライトメジャー 牝5栗 55 小崎 綾也谷和 光彦氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 468＋ 8 〃 ハナ 83．1
35 グロリアフライト 牝4青鹿54 国分 恭介�ターフ・スポート五十嵐忠男 浦河 大北牧場 430－ 2 〃 アタマ 8．9�
48 
 タキオンレイ 牝5栗 55 松田 大作小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 480＋ 2 〃 アタマ 152．9�
612
 ラブリースパイス 牝5栗 55 北村 友一前田 幸治氏 北出 成人 新冠 平山牧場 438± 0 〃 クビ 5．4�
59 クリノセゴビア 牝6黒鹿 55

52 ▲西村 淳也栗本 博晴氏 川村 禎彦 様似 様似渡辺牧場 466＋ 81：14．4� 228．0�
611 サンマルジョイ 牝4栗 54

52 △富田 暁相馬 勇氏 大根田裕之 日高 田端牧場 476± 01：15．03� 235．6�
815 ス ズ カ ゼ 牝5鹿 55

52 ▲木幡 育也 �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 B488＋ 41：15．63� 25．7�

510 ヤマカツサファイヤ 牝6青鹿 55
54 ☆森 裕太朗山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 536＋181：16．02� 141．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，307，500円 複勝： 40，977，500円 枠連： 8，855，200円
馬連： 42，684，200円 馬単： 20，915，000円 ワイド： 35，971，000円
3連複： 62，823，100円 3連単： 75，459，200円 計： 315，992，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 520円 � 230円 枠 連（1－2） 650円

馬 連 �� 3，200円 馬 単 �� 4，940円

ワ イ ド �� 980円 �� 360円 �� 2，430円

3 連 複 ��� 5，420円 3 連 単 ��� 24，270円

票 数

単勝票数 計 283075 的中 � 83214（1番人気）
複勝票数 計 409775 的中 � 95975（1番人気）� 15294（7番人気）� 43076（4番人気）
枠連票数 計 88552 的中 （1－2） 10434（3番人気）
馬連票数 計 426842 的中 �� 10310（11番人気）
馬単票数 計 209150 的中 �� 3171（15番人気）
ワイド票数 計 359710 的中 �� 9088（9番人気）�� 28806（3番人気）�� 3491（23番人気）
3連複票数 計 628231 的中 ��� 8687（13番人気）
3連単票数 計 754592 的中 ��� 2254（64番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．3―12．8―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．5―35．8―48．6―1：00．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コロニアルスタイル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 El Corredor デビュー 2017．1．29 東京2着

2014．5．20生 牝5栗 母 アーリーアメリカン 母母 アメリカンマンボ 14戦3勝 賞金 32，500，000円
〔制裁〕 ポートナイトサイト号の騎手丸山元気は，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：15番・12番・11

番）
※タキオンレイ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



02029 1月26日 晴 良 （31中京1）第3日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時10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
1：32．3
1：30．7

良
良

815 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 458 ―1：37．3 5．9�
47 ノンストップ 牝3黒鹿54 小崎 綾也ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 420 ―1：37．51� 25．8�
816 ウインメルシー 牝3鹿 54

52 △横山 武史�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 464 ― 〃 ハナ 7．7�
12 ハピネスブルーム 牝3黒鹿54 北村 友一 �キャロットファーム 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 422 ― 〃 アタマ 2．9�
713 ブラッドストーン 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 育也加藤 徹氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 470 ―1：37．71 17．4	
510� サトノソレイユ 牝3鹿 54 津村 明秀 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 英

Mt. Brilliant
Broodmares II,
LLC

482 ― 〃 ハナ 3．5

612 ジュエリーボックス 牝3鹿 54 岩崎 翼畑佐 博氏 石橋 守 新ひだか 折手牧場 408 ―1：38．33� 131．1�
11 シゲルトパーズ 牝3鹿 54 原田 和真森中 蕃氏 中野 栄治 新冠 大林ファーム 408 ― 〃 クビ 70．6�
59 ブルーザリオン 牡3鹿 56

55 ☆藤田菜七子小林 哲之氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 426 ―1：38．62 15．0
714 キャルグリーン 牝3栗 54

53 ☆川又 賢治里見 治紀氏 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 436 ―1：38．7� 35．4�
23 ペイシャレーサー 牝3鹿 54 丸田 恭介北所 直人氏 高橋 裕 様似 富田 恭司 436 ―1：38．8� 48．6�
611 シーズンズオブラヴ 牝3栗 54 嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 前野牧場 392 ―1：39．54 118．7�
35 バルディッシュ 牝3鹿 54 伴 啓太ディアレストクラブ� 松永 康利 新冠 若林牧場 410 ―1：41．110 113．9�
36 グッドショット 	3黒鹿56 長岡 禎仁下河邉行信氏 佐藤 吉勝 千葉 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 406 ―1：41．41
 127．1�
24 トーヨークィーン 牝3鹿 54 柴山 雄一中嶋 宏氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 462 ―1：41．72 18．4�
48 オルクドール 牝3鹿 54 秋山真一郎山本 英俊氏 武 幸四郎 日高 下河辺牧場 436 ―1：42．97 49．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，836，600円 複勝： 31，571，400円 枠連： 12，163，500円
馬連： 35，118，400円 馬単： 19，138，100円 ワイド： 29，830，600円
3連複： 50，353，800円 3連単： 61，025，300円 計： 267，037，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 210円 � 570円 � 210円 枠 連（4－8） 2，660円

馬 連 �� 7，840円 馬 単 �� 17，670円

ワ イ ド �� 2，460円 �� 670円 �� 2，360円

3 連 複 ��� 18，380円 3 連 単 ��� 124，270円

票 数

単勝票数 計 278366 的中 � 37383（3番人気）
複勝票数 計 315714 的中 � 44210（3番人気）� 11741（8番人気）� 41890（4番人気）
枠連票数 計 121635 的中 （4－8） 3538（13番人気）
馬連票数 計 351184 的中 �� 3470（27番人気）
馬単票数 計 191381 的中 �� 812（53番人気）
ワイド票数 計 298306 的中 �� 3031（28番人気）�� 12016（6番人気）�� 3164（27番人気）
3連複票数 計 503538 的中 ��� 2054（57番人気）
3連単票数 計 610253 的中 ��� 356（367番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―13．0―12．8―12．6―12．0―11．3―11．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．6―37．6―50．4―1：03．0―1：15．0―1：26．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．3

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

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 初出走

2016．1．24生 牡3鹿 母 クリアソウル 母母 キャトルセゾン 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 ジュエリーボックス号の騎手岩崎翼は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：9番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オルクドール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年2月26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25頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）25頭 アテンポラル号・アドアパルス号・ヴィルデフラウ号・エスカルラータ号・カズマッケンリー号・サイベリアン号・

ショウナンハルラ号・ジーガスリッド号・スワンレーク号・セブンティサン号・テイクザヘルム号・ディノーラ号・
トレミエール号・ナムラオニヘイ号・フュラー号・ベストチョウサン号・ボッケリーニ号・ボマイェ号・
マッケンユウ号・マルシュロレーヌ号・マルーンベルズ号・ミスターホウジュ号・リードザヴァン号・
レッドアウローラ号・レッドムルガン号

02030 1月26日 晴 良 （31中京1）第3日 第6競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時40分 （芝・左）

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

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

812 アスクフラッシュ 牡3黒鹿56 M．デムーロ 廣崎利洋HD� 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 510± 02：02．7 2．2�
711 ラバーズケープ 牝3鹿 54 北村 友一 �キャロットファーム 安田 隆行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋ 22：02．91� 7．4�
710 シャンタンエドゥー 牝3栗 54 C．ルメール�ノースヒルズ 松田 国英 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444± 02：03．0� 3．3�
22 サンライズアキレス 牡3芦 56

55 ☆川又 賢治松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 490± 02：03．85 10．0�
68 ヤップヤップヤップ 牡3栗 56 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 434－ 82：03．9クビ 8．6	
69 ゴットパシオン 牝3栗 54 吉田 隼人後藤 進氏 武 英智 千歳 社台ファーム 440＋ 2 〃 アタマ 21．0

56 ジュンダイセツ 牡3黒鹿56 柴山 雄一河合 純二氏 斎藤 誠 新冠 川上牧場 B456－ 42：04．11� 134．5�
57 クリノイナヅマオー 牡3鹿 56

54 △富田 暁栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 賀張三浦牧場 474－ 2 〃 クビ 278．8�
11 フジマサディープ 牡3鹿 56

54 △横山 武史藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 山岸 康 498－ 62：04．2� 12．9
813 ヤマニンラファーガ 牡3黒鹿56 菱田 裕二土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 496＋ 6 〃 ハナ 163．3�
44 フ ク ヒ コ 牡3青鹿 56

55 ☆森 裕太朗山田 裕仁氏 松下 武士 浦河 上山牧場 464＋ 82：05．05 241．1�
33 オリアナフィオーレ 牝3栗 54 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 422± 0 〃 アタマ 384．3�
45 オリバーヴォーグ 牡3青鹿56 戸崎 圭太志村 幸彦氏 尾形 和幸 日高 千葉飯田牧場 492－ 62：05．31� 52．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 25，413，700円 複勝： 34，888，200円 枠連： 9，473，900円
馬連： 32，674，300円 馬単： 17，793，500円 ワイド： 28，982，600円
3連複： 47，922，700円 3連単： 66，959，500円 計： 264，108，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 200円 � 140円 枠 連（7－8） 240円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 390円 �� 150円 �� 300円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 4，170円

票 数

単勝票数 計 254137 的中 � 88901（1番人気）
複勝票数 計 348882 的中 � 90217（1番人気）� 33419（6番人気）� 68526（2番人気）
枠連票数 計 94739 的中 （7－8） 30238（1番人気）
馬連票数 計 326743 的中 �� 19535（4番人気）
馬単票数 計 177935 的中 �� 9031（4番人気）
ワイド票数 計 289826 的中 �� 15664（5番人気）�� 62007（1番人気）�� 21266（2番人気）
3連複票数 計 479227 的中 ��� 47729（2番人気）
3連単票数 計 669595 的中 ��� 11639（8番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―12．8―12．9―12．4―12．5―12．7―12．2―11．3―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．5―37．3―50．2―1：02．6―1：15．1―1：27．8―1：40．0―1：51．3

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

アスクフラッシュ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．10．8 京都4着

2016．5．4生 牡3黒鹿 母 レッドデセーオ 母母 レミニセントリー 3戦1勝 賞金 6，850，000円



02031 1月26日 晴 良 （31中京1）第3日 第7競走 ��1，900�サラブレッド系4歳以上
発走13時10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
1：57．7
1：53．7

良
不良

22 ケンシュナウザー 牡5栗 57 丸山 元気中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 476－ 42：01．9 6．9�

67 リセンティート 牡5鹿 57
54 ▲木幡 育也米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 及川 ミツ子 504± 02：03．39 35．7�

66 メ ガ フ レ ア 牡5黒鹿57 小崎 綾也宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 488－ 62：03．4� 6．1�
44 ク ー ド ロ ア 牝4鹿 54 北村 友一吉田 照哉氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム B438± 02：03．5� 14．7�
810 ヒルノアトラーニ 牡5青鹿 57

55 △横山 武史�ヒルノ 昆 貢 新冠 村田牧場 526＋ 82：03．71 2．6�
79 キングサムソン 牡7鹿 57 柴山 雄一伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 コスモヴューファーム 488－ 22：03．8� 10．9	
55 アオイテソーロ 牝5黒鹿55 中谷 雄太了德寺健二ホール

ディングス� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B500± 02：03．9� 6．8

811 メンターモード 牡5鹿 57 戸崎 圭太青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 490－142：04．32� 6．1�
33 ミトノブラック 牡4青鹿 56

53 ▲西村 淳也ロイヤルパーク 田所 秀孝 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 480± 02：04．4� 25．7�
11 カイトチャン 牡4黒鹿56 中井 裕二本田 恒雄氏 武市 康男 日高 滝本 健二 B474＋ 22：05．03� 69．5
78 � ブライトンピア 牡5栗 57

56 ☆藤田菜七子浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 460－ 22：06．38 65．6�
（11頭）

売 得 金
単勝： 20，968，900円 複勝： 33，756，900円 枠連： 7，505，300円
馬連： 35，074，200円 馬単： 17，608，200円 ワイド： 25，745，000円
3連複： 45，715，900円 3連単： 64，880，900円 計： 251，255，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 210円 � 670円 � 250円 枠 連（2－6） 1，540円

馬 連 �� 7，300円 馬 単 �� 11，710円

ワ イ ド �� 1，920円 �� 710円 �� 2，220円

3 連 複 ��� 8，800円 3 連 単 ��� 63，730円

票 数

単勝票数 計 209689 的中 � 24120（5番人気）
複勝票数 計 337569 的中 � 48528（2番人気）� 10867（8番人気）� 36433（4番人気）
枠連票数 計 75053 的中 （2－6） 3762（7番人気）
馬連票数 計 350742 的中 �� 3720（25番人気）
馬単票数 計 176082 的中 �� 1127（48番人気）
ワイド票数 計 257450 的中 �� 3376（24番人気）�� 9727（6番人気）�� 2903（27番人気）
3連複票数 計 457159 的中 ��� 3892（36番人気）
3連単票数 計 648809 的中 ��� 738（243番人気）

ハロンタイム 7．2―11．5―11．9―13．9―14．0―12．1―12．8―13．3―12．5―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．7―30．6―44．5―58．5―1：10．6―1：23．4―1：36．7―1：49．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ケンシュナウザー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2016．9．10 阪神7着

2014．5．11生 牡5栗 母 ケンアマツカゼ 母母 セイントエンジェル 21戦2勝 賞金 14，750，000円
［他本会外：2戦1勝］

〔制裁〕 ケンシュナウザー号の騎手丸山元気は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・9番）

02032 1月26日 晴 良 （31中京1）第3日 第8競走 ��1，200�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
1：10．0
1：08．7

重
重

47 レッドランサー 牡4黒鹿56 C．ルメール �東京ホースレーシング 中内田充正 平取 坂東牧場 462＋ 21：12．1 1．4�
12 ココロノイコロ 牡4黒鹿56 黛 弘人海谷 幸司氏 高橋 祥泰 新ひだか 谷岡牧場 450－ 41：13．16 11．9�
815 オ ー ル デ ン 牡5鹿 57 戸崎 圭太金山 敏也氏 小西 一男 浦河 金成吉田牧場 452－101：13．2� 7．1�
713 ヴァリーゲイト 牡5栗 57

56 ☆森 裕太朗村上 稔氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 482± 01：13．3� 14．9�
11 アルチレイロ �5青鹿57 津村 明秀髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 458＋ 21：13．62 24．2�
59 ニシノダンテ 牡4青鹿 56

53 ▲西村 淳也西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 谷川牧場 494＋ 81：13．7クビ 64．8	
510 ホーカスポーカス 牡4鹿 56 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 434＋ 2 〃 クビ 11．8

23 � ホワイトソニック 牡5芦 57

56 ☆井上 敏樹島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 470＋ 41：13．91 42．2�

36 トウショウデュエル 牡7栗 57
56 ☆加藤 祥太藤田 衛成氏 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B530－ 8 〃 アタマ 57．2

816 リトルレグルス 牡5鹿 57 嶋田 純次藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 498＋ 2 〃 アタマ 37．4�
48 セイウンアワード 牡7鹿 57 菱田 裕二西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 厚賀古川牧場 B550＋101：14．32� 57．5�
35 � サトノジェームス 牡5鹿 57

55 △富田 暁 �サトミホースカンパニー 的場 均 日高 下河辺牧場 470± 01：14．4� 234．0�
612 ハ ン ド リ ー 牝4栗 54

52 △横山 武史大倉 佑介氏 青木 孝文 青森 諏訪牧場 B444± 01：14．5� 78．2�
714� フロースヒルデ 牝4鹿 54

51 ▲木幡 育也宮川 保氏 南田美知雄 日高 浦新 徳司 440＋ 41：14．92� 87．1�
24 � フクノヴァランス 牡4鹿 56 中井 裕二福島 祐子氏 清水 英克 日高 松平牧場 474－ 41：15．1	 247．9�
611 スズカアカデミー 牡5鹿 57 
島 克駿永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 B496－ 41：15．63 30．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，331，000円 複勝： 120，722，000円 枠連： 11，076，000円
馬連： 43，863，700円 馬単： 31，093，500円 ワイド： 38，764，700円
3連複： 64，161，100円 3連単： 115，383，000円 計： 452，395，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 220円 � 160円 枠 連（1－4） 530円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 330円 �� 250円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 1，590円 3 連 単 ��� 4，280円

票 数

単勝票数 計 273310 的中 � 146104（1番人気）
複勝票数 計1207220 的中 � 891810（1番人気）� 40176（4番人気）� 62918（3番人気）
枠連票数 計 110760 的中 （1－4） 16145（3番人気）
馬連票数 計 438637 的中 �� 46724（3番人気）
馬単票数 計 310935 的中 �� 28729（3番人気）
ワイド票数 計 387647 的中 �� 30092（3番人気）�� 44797（1番人気）�� 7203（14番人気）
3連複票数 計 641611 的中 ��� 30203（2番人気）
3連単票数 計1153830 的中 ��� 19527（5番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―12．0―12．5―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．5―35．5―48．0―59．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F36．6
3 ・（7，11）（2，13）1，9（8，15）（10，14）5（4，16）－（3，6）12 4 7（2，11）13，1，9（8，15）（10，14）（4，5，16）－（3，6）－12

勝馬の
紹 介

レッドランサー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．4．29 新潟5着

2015．4．8生 牡4黒鹿 母 ブランシェール 母母 アドヴァーシティ 7戦2勝 賞金 20，500，000円
※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 タキオンレイ号



02033 1月26日 晴 良 （31中京1）第3日 第9競走 ��1，800�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，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

78 � アイファーイチオー 牡5栗 57 田中 健中島 稔氏 坂口 正則 新ひだか 静内山田牧場 516＋ 41：54．4 3．2�
33 リフトトゥヘヴン 牡5鹿 57 M．デムーロ丸山 担氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 484± 01：55．03� 4．5�
22 � キクノフェリックス 牡5黒鹿 57

56 ☆藤田菜七子菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 488＋ 61：55．21� 4．0�
55 アドマイヤキング 牡4鹿 56 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 530＋ 41：55．51� 8．8�
66 ロードダヴィンチ 牡4鹿 56 C．ルメール �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 532＋14 〃 クビ 3．8�
810� フッカツノノロシ 牡6黒鹿 57

54 ▲西村 淳也福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 前田 宗将 518－ 21：56．13� 61．1	
77 アサケハーツ 牡5栗 57 柴山 雄一大橋 堯氏 加用 正 日高 田端牧場 472± 01：56．31	 64．6

89 メイクグローリー 
5栗 57

55 △富田 暁ライオンレースホース� 武 英智 浦河 絵笛牧場 468＋ 41：56．51	 50．8�
44 � ソルフェージュ 牡4鹿 56 小崎 綾也ライオンレースホース� 小崎 憲 新ひだか タイヘイ牧場 430－ 7 〃 ハナ 24．6�
11 � センノギモーヴ 牝5栗 55 丸田 恭介浅野 正敏氏 浅野洋一郎 新ひだか カタオカフアーム 444－101：58．8大差 275．5

（10頭）

売 得 金
単勝： 30，721，700円 複勝： 31，982，800円 枠連： 7，645，400円
馬連： 45，994，700円 馬単： 25，897，300円 ワイド： 31，476，000円
3連複： 59，837，800円 3連単： 108，420，700円 計： 341，976，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 120円 � 140円 � 130円 枠 連（3－7） 910円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，840円

ワ イ ド �� 270円 �� 250円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 6，120円

票 数

単勝票数 計 307217 的中 � 76252（1番人気）
複勝票数 計 319828 的中 � 83381（1番人気）� 50891（4番人気）� 60403（2番人気）
枠連票数 計 76454 的中 （3－7） 6480（4番人気）
馬連票数 計 459947 的中 �� 38642（4番人気）
馬単票数 計 258973 的中 �� 10499（8番人気）
ワイド票数 計 314760 的中 �� 29671（2番人気）�� 32702（1番人気）�� 22578（5番人気）
3連複票数 計 598378 的中 ��� 42278（3番人気）
3連単票数 計1084207 的中 ��� 12837（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．7―38．1―50．9―1：03．1―1：15．9―1：29．1―1：41．4

コーナー
通過順位

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

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

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 20戦1勝 賞金 21，450，000円
初出走 JRA

02034 1月26日 晴 良 （31中京1）第3日 第10競走 ��
��1，400�は こ べ ら 賞

発走14時50分 （ダート・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 371，000円 106，000円 53，000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 ケイアイターコイズ 牡3芦 56 藤懸 貴志亀田 和弘氏 山内 研二 新冠 新冠橋本牧場 516－ 41：24．4 5．3�
47 レッドルゼル 牡3鹿 56 北村 友一 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 472＋ 61：25．14 1．9�
48 コパノカーリング 牡3鹿 56 森 裕太朗小林 祥晃氏 村山 明 新冠 有限会社 大

作ステーブル 454－ 61：25．52� 204．7�
12 スマートセラヴィー 牡3栗 56 M．デムーロ大川 徹氏 矢作 芳人 浦河 三嶋牧場 502－ 4 〃 クビ 6．0�
611 ラインカリーナ 牝3栃栗54 津村 明秀大澤 繁昌氏 武藤 善則 浦河 日進牧場 470＋ 21：25．71� 11．8�
24 ニューモニュメント 牡3鹿 56 藤岡 康太前田 葉子氏 小崎 憲 新ひだか 高橋 義浩 474± 01：25．8クビ 88．1	
714 コパノマーティン 牡3黒鹿56 	島 克駿小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 谷岡牧場 482－ 21：26．11
 111．6

510 ロマンティコ 牡3鹿 56 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 新冠 若林牧場 546＋101：26．31 4．5�
23 ア キ ン ド 牡3鹿 56 吉田 隼人小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 494＋141：26．83 294．4�
59 デンコウハピネス 牝3黒鹿54 田中 健田中 康弘氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 426－ 81：26．9� 341．4
35 エンパイアシュアー 牡3鹿 56 丸田 恭介�ターフ・スポート和田 雄二 浦河 荻伏服部牧場 476＋14 〃 ハナ 76．9�
815 オールミラージュ 牡3栗 56 松田 大作田頭 勇貴氏 伊藤 正徳 新冠 スカイビーチステーブル 450＋ 81：27．11� 446．4�
11 オースミヌーベル 牡3芦 56 川又 賢治�オースミ 松元 茂樹 浦河 	川 啓一 446－ 41：27．95 128．8�
816 ナムラオッケー 牝3鹿 54 国分 恭介奈村 睦弘氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 420± 01：28．64 156．5�
36 � モズエロイコ 牡3鹿 56 中谷 雄太 �キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Don Alberto

Corporation 484＋201：28．91
 76．5�
713 パブロフテソーロ 牡3鹿 56 横山 武史了德寺健二ホール

ディングス� 武井 亮 新ひだか 木村 秀則 530± 01：31．7大差 141．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 66，068，600円 複勝： 68，293，300円 枠連： 19，122，200円
馬連： 94，107，800円 馬単： 49，785，200円 ワイド： 65，959，200円
3連複： 133，400，000円 3連単： 219，210，900円 計： 715，947，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 170円 � 130円 � 1，440円 枠 連（4－6） 500円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，840円

ワ イ ド �� 290円 �� 6，000円 �� 3，720円

3 連 複 ��� 19，480円 3 連 単 ��� 95，500円

票 数

単勝票数 計 660686 的中 � 98623（3番人気）
複勝票数 計 682933 的中 � 112350（4番人気）� 182829（1番人気）� 7429（12番人気）
枠連票数 計 191222 的中 （4－6） 29280（2番人気）
馬連票数 計 941078 的中 �� 112615（2番人気）
馬単票数 計 497852 的中 �� 20212（6番人気）
ワイド票数 計 659592 的中 �� 70638（2番人気）�� 2538（42番人気）�� 4127（25番人気）
3連複票数 計1334000 的中 ��� 5134（47番人気）
3連単票数 計2192109 的中 ��� 1664（197番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―10．9―12．0―13．0―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．8―33．7―45．7―58．7―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイターコイズ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．11．17 東京1着

2016．2．26生 牡3芦 母 ケイアイデイジー 母母 ケイアイギャラリー 3戦2勝 賞金 21，455，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナムラオッケー号・モズエロイコ号・パブロフテソーロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」の

ため，平成31年2月26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 グランソヴァール号



02035 1月26日 晴 良 （31中京1）第3日 第11競走
第56回農林水産省賞典

��
��2，000�愛 知 杯（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・左）
牝，4歳以上，30．1．27以降31．1．20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

農林水産大臣賞・愛知県知事賞（1着）
賞 品

本 賞 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 497，000円 142，000円 71，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

45 ワンブレスアウェイ 牝6黒鹿54 津村 明秀 �サンデーレーシング 古賀 慎明 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 496＋102：00．0 31．8�

711 ノ ー ム コ ア 牝4芦 55 C．ルメール 池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 468＋ 22：00．1� 3．0�
58 � ラ ン ド ネ 牝4鹿 53 戸崎 圭太合同会社小林英一

ホールディングス 角居 勝彦 米 Winches-
ter Farm 512＋ 6 〃 クビ 7．7�

69 ウラヌスチャーム 牝4黒鹿53 北村 友一�G1レーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 500± 02：00．2� 5．9�
34 コルコバード 牝6黒鹿54 丸山 元気 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 464＋ 6 〃 アタマ 11．4	
11 レッドジェノヴァ 牝5青鹿55 M．デムーロ �東京ホースレーシング 小島 茂之 千歳 社台ファーム 500＋ 82：00．3クビ 3．6

22 	 レイホーロマンス 牝6鹿 52 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 428＋ 42：00．51
 19．8�
46 レイズアベール 牝5鹿 50 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 460＋ 22：00．71
 10．1�
813 ウスベニノキミ 牝4鹿 49 松若 風馬岡 浩二氏 鈴木 孝志 新ひだか 橋本牧場 452＋ 8 〃 クビ 41．8
57 スカーレットカラー 牝4鹿 51 �島 克駿前田 幸治氏 高橋 亮 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458＋122：00．91 40．6�
33 ティーエスクライ 牝7芦 50 木幡 育也田畑 利彦氏 武 幸四郎 浦河 浦河日成牧場 468－ 22：01．11 216．6�
712 エテルナミノル 牝6黒鹿55 四位 洋文吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 468＋ 42：01．2� 54．6�
610 ヤマニンエルフィン 牝8鹿 50 田中 健土井 肇氏 松下 武士 浦河 廣田 伉助 520＋ 62：01．3� 229．6�
814 キンショーユキヒメ 牝6芦 54 吉田 隼人礒野日出夫氏 中村 均 千歳 社台ファーム 530＋182：01．72� 93．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 149，036，300円 複勝： 226，004，500円 枠連： 61，171，600円
馬連： 466，393，300円 馬単： 179，648，100円 ワイド： 320，335，900円
3連複： 938，247，600円 3連単： 1，264，647，700円 計： 3，605，485，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，180円 複 勝 � 530円 � 150円 � 230円 枠 連（4－7） 1，260円

馬 連 �� 4，600円 馬 単 �� 15，040円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 2，790円 �� 520円

3 連 複 ��� 9，010円 3 連 単 ��� 99，140円

票 数

単勝票数 計1490363 的中 � 37422（8番人気）
複勝票数 計2260045 的中 � 82935（8番人気）� 508824（1番人気）� 244252（4番人気）
枠連票数 計 611716 的中 （4－7） 37385（4番人気）
馬連票数 計4663933 的中 �� 78549（17番人気）
馬単票数 計1796481 的中 �� 8958（49番人気）
ワイド票数 計3203359 的中 �� 53297（18番人気）�� 28019（34番人気）�� 171761（3番人気）
3連複票数 計9382476 的中 ��� 78064（29番人気）
3連単票数 計12646477 的中 ��� 9248（316番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―12．9―12．8―12．2―11．8―11．7―11．8―11．2―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．3―37．2―50．0―1：02．2―1：14．0―1：25．7―1：37．5―1：48．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．0―3F34．3
1
3
8，10，3，5，9（1，7，12）（4，11）2（6，13）14
8，10，3，5（1，9）（4，7，12）（2，11）（6，13）14

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

勝馬の
紹 介

ワンブレスアウェイ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Storm Cat デビュー 2015．10．10 東京1着

2013．4．9生 牝6黒鹿 母 ストレイキャット 母母 ローミンレイチェル 22戦6勝 賞金 151，600，000円

02036 1月26日 晴 良 （31中京1）第3日 第12競走 ��
��1，200�

ち り ゅ う

知 立 特 別
発走16時00分 （芝・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
1：06．7
1：06．5

良
良

11 � コパノディール 牝6黒鹿55 戸崎 圭太小林 照弘氏 武藤 善則 むかわ 市川牧場 440＋ 21：08．2 18．0�
24 ショウナンマッシブ 牡5鹿 57 津村 明秀国本 哲秀氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 472－101：08．3	 20．7�
815
 デルタバローズ 牡4鹿 56 C．ルメール 猪熊 広次氏 堀 宣行 米 John C.

Oxley 510－ 21：08．4クビ 1．7�
12 シンデレラメイク 牝4栗 54 菱田 裕二田島 政光氏 �島 一歩 日高 モリナガファーム 488－ 21：08．61� 14．3�
510 オジョーノキセキ 牝4鹿 54 吉田 隼人前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 500－ 6 〃 クビ 30．3�
36 タイセイブレーク 5栗 57 藤岡 康太田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 502＋101：08．7	 15．8�
35 スマートシャヒーン 牡5芦 57 �島 克駿大川 徹氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 482＋ 8 〃 アタマ 11．7	
612 ア リ ア 牝4栗 54 丸山 元気樋口 稔氏 沖 芳夫 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502＋ 61：08．8� 9．9

611 レディバード 牝4鹿 54 北村 友一吉田 和美氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 472－ 61：08．9	 21．9�
48 ワールドフォーラブ 牝5黒鹿55 松若 風馬吉澤 克己氏 音無 秀孝 様似 様似渡辺牧場 450－ 21：09．0� 7．8�
713 ピースマインド 牡6鹿 57 藤田菜七子小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 456＋ 61：09．1	 43．4
23 アグネスユーリヤ 牡7鹿 57 川又 賢治畑佐 博氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 472＋ 81：09．31� 181．5�
816 ミトノアミーゴ 牡4栗 56 四位 洋文ロイヤルパーク 田所 秀孝 浦河 ディアレスト

クラブ 474＋ 4 〃 クビ 170．5�
59 リノワールド 牝4栗 54 嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 前野牧場 410－ 81：09．4� 159．1�
714 クラウンアゲン 牝6青鹿55 丸田 恭介浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 矢野牧場 B454＋ 21：10．03� 271．0�
47 ライオンボス 牡4栗 56 秋山真一郎�和田牧場 和田正一郎 新冠 対馬 正 532＋18 〃 クビ 66．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 63，934，100円 複勝： 85，262，600円 枠連： 27，369，300円
馬連： 111，392，900円 馬単： 57，720，700円 ワイド： 88，065，400円
3連複： 179，169，200円 3連単： 254，002，400円 計： 866，916，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，800円 複 勝 � 370円 � 400円 � 120円 枠 連（1－2） 4，060円

馬 連 �� 13，290円 馬 単 �� 30，060円

ワ イ ド �� 3，120円 �� 720円 �� 850円

3 連 複 ��� 8，020円 3 連 単 ��� 94，290円

票 数

単勝票数 計 639341 的中 � 28260（7番人気）
複勝票数 計 852626 的中 � 43442（7番人気）� 39379（8番人気）� 297161（1番人気）
枠連票数 計 273693 的中 （1－2） 5220（15番人気）
馬連票数 計1113929 的中 �� 6493（41番人気）
馬単票数 計 577207 的中 �� 1440（84番人気）
ワイド票数 計 880654 的中 �� 6901（38番人気）�� 32534（6番人気）�� 26999（8番人気）
3連複票数 計1791692 的中 ��� 16741（28番人気）
3連単票数 計2540024 的中 ��� 1953（263番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．4―11．5―11．0―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．3―45．8―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．3―3F33．9
3 5，7（1，9，15）（4，8，13）（12，16）（2，3，14）11，6，10 4 5，15（1，7，9）13（4，8）（12，16）（2，3）14（6，11）10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

�コパノディール �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ネオユニヴァース （2戦0勝 賞金 0円）

2013．5．2生 牝6黒鹿 母 リスキーディール 母母 リッチアフェアー 28戦2勝 賞金 39，019，000円
地方デビュー 2015．6．10 門別

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 ワールドフォーラブ号の騎手松若風馬は，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）



（31中京1）第3日 1月26日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 167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

222，200，000円
20，420，000円
1，730，000円
26，090，000円
65，747，500円
4，580，000円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
505，208，700円
773，254，000円
187，416，200円
1，008，995，200円
480，878，800円
742，259，100円
1，731，891，400円
2，454，380，500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 7，884，283，900円

総入場人員 12，162名 （有料入場人員 9，145名）
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