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オッズ・
単勝
人気

02049 2月2日 晴 稍重 （31中京1）第5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

69 サンレイファイト 牡3栗 56 太宰 啓介永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 456－ 41：55．5 4．1�
813 キモンカラー 牝3栗 54

53 ☆藤田菜七子小林 祥晃氏 斎藤 誠 新ひだか 西村 和夫 422－ 8 〃 クビ 19．6�
44 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 500－ 21：55．71� 13．2�
710 シゲルクロダイヤ 牡3鹿 56 古川 吉洋森中 蕃氏 谷 潔 新冠 川島牧場 510＋ 4 〃 クビ 3．1�
33 グッドヘルスバイオ 牡3芦 56

54 △富田 暁バイオ� 池添 学 平取 坂東牧場 476± 01：56．01� 8．9	
57 アースドラゴン 牡3鹿 56 丸山 元気松山 増男氏 根本 康広 浦河 アイオイファーム 474＋ 81：56．1� 7．8

11 タガノアヴァンス 牡3芦 56 武 豊八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 518＋ 41：56．42 4．1�
68 ザプラウドワンズ 牡3鹿 56 城戸 義政小川 勲氏 奥村 豊 日高 三宅 正弘 508－ 81：56．71� 24．9�
45 ロ ザ ム ー ル 牝3栗 54 丸田 恭介栗山 良子氏 上原 博之 新ひだか 静内坂本牧場 472－141：57．97 61．4
22 テイエムウインド 牡3鹿 56 吉田 隼人竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 日高テイエム

牧場株式会社 480＋ 21：58．32� 112．6�
56 カトレアテソーロ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也了德寺健二ホール
ディングス� 和田 雄二 新ひだか 中田 英樹 458－121：58．51 108．7�

812 ハ ル イ ロ 牝3鹿 54 津村 明秀吉田 照哉氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 480＋ 21：59．56 105．9�
711 ゲンパチファインド 牡3栗 56 岩部 純二平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 下屋敷牧場 B484＋ 62：00．03 264．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 18，199，800円 複勝： 33，851，900円 枠連： 6，982，700円
馬連： 34，610，500円 馬単： 18，877，000円 ワイド： 28，400，000円
3連複： 57，316，800円 3連単： 69，236，000円 計： 267，474，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 190円 � 510円 � 430円 枠 連（6－8） 3，810円

馬 連 �� 5，180円 馬 単 �� 8，370円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 810円 �� 2，700円

3 連 複 ��� 17，170円 3 連 単 ��� 81，750円

票 数

単勝票数 計 181998 的中 � 34950（2番人気）
複勝票数 計 338519 的中 � 59524（3番人気）� 14894（7番人気）� 18414（6番人気）
枠連票数 計 69827 的中 （6－8） 1419（16番人気）
馬連票数 計 346105 的中 �� 5174（18番人気）
馬単票数 計 188770 的中 �� 1690（32番人気）
ワイド票数 計 284000 的中 �� 4456（19番人気）�� 9425（10番人気）�� 2628（23番人気）
3連複票数 計 573168 的中 ��� 2503（47番人気）
3連単票数 計 692360 的中 ��� 614（228番人気）

ハロンタイム 13．2―11．9―13．2―12．6―12．7―13．1―13．5―12．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．1―38．3―50．9―1：03．6―1：16．7―1：30．2―1：42．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンレイファイト �
�
父 スズカフェニックス �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．6．17 函館14着

2016．2．10生 牡3栗 母 スズカフローラ 母母 ブリイジースズカ 7戦1勝 賞金 8，300，000円

02050 2月2日 晴 稍重 （31中京1）第5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

24 サンライズハイアー 牡3鹿 56
53 ▲西村 淳也松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 浦河小林牧場 B480＋ 21：25．6 4．1�

714 ウォークザライン 牡3栗 56 太宰 啓介前田 幸治氏 高橋 亮 新ひだか 本桐牧場 456＋ 21：25．92 27．0�
816 ロンリーウェイ 牡3青鹿 56

55 ☆井上 敏樹小原準一郎氏 田島 俊明 新冠 有限会社 大
作ステーブル 472± 01：26．32� 7．2�

510 ベルジュネス 牡3鹿 56 柴山 雄一岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新冠 坂元 芳春 462－ 61：26．93� 83．0�
47 � トライレグナム 牡3栗 56 藤岡 佑介 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 米
Taylor Bros Prop.LLC, Pollock
Farms, Patrick Payne & Bay-
sore Stables LLC

490－ 4 〃 クビ 2．1�
611 グローバルステップ 牡3青鹿56 藤岡 康太吉澤 克己氏 橋口 慎介 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 482＋ 21：27．21� 19．6	
815� ダラステソーロ 牝3鹿 54 武 豊了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 米 Christiana
Stables LLC 466± 0 〃 ハナ 8．0


36 セイドアモール 牝3鹿 54 伴 啓太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武市 康男 浦河 荻伏三好フ

アーム 470－ 41：27．3クビ 14．8�
612 ケンブリッジウィズ 牝3栗 54

53 ☆森 裕太朗中西 宏彰氏 石栗 龍彦 浦河 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 416＋ 21：28．36 356．7�

48 ジェイドパンニャー 牝3黒鹿54 中谷 雄太福原 晃氏 小野 次郎 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 406± 01：28．93� 103．8

12 ベルウッドヒビキ 牡3鹿 56 丸山 元気鈴木 照雄氏 和田 雄二 新ひだか 山口 忠彦 482－ 21：29．0� 35．7�
35 サンライズエール 牡3鹿 56 中井 裕二松岡 隆雄氏 安田 隆行 浦河 信岡牧場 462 ― 〃 クビ 19．0�
713 エムアイグランツ 牡3黒鹿 56

55 ☆川又 賢治岩崎 充利氏 谷原 義明 日高 細川牧場 508＋ 21：29．42� 280．2�
59 ジェントルブリーズ 牝3黒鹿 54

53 ☆藤田菜七子ベニバナ組合 根本 康広 平取 協栄組合 436＋221：29．5� 99．8�
23 シセイイシン 牡3黒鹿56 丸田 恭介猪苗代 勇氏 宗像 義忠 新冠 パカパカ

ファーム 488＋ 21：29．82 295．7�
11 スエヒロドラマー 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也�みどり住宅 青木 孝文 新冠 大栄牧場 434 ―1：30．43� 257．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，442，700円 複勝： 32，265，000円 枠連： 8，838，900円
馬連： 32，491，300円 馬単： 17，494，500円 ワイド： 27，377，300円
3連複： 50，055，100円 3連単： 63，578，100円 計： 251，542，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 740円 � 210円 枠 連（2－7） 3，880円

馬 連 �� 3，480円 馬 単 �� 7，130円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 410円 �� 1，810円

3 連 複 ��� 5，660円 3 連 単 ��� 32，140円

票 数

単勝票数 計 194427 的中 � 37299（2番人気）
複勝票数 計 322650 的中 � 73184（2番人気）� 8107（9番人気）� 39545（3番人気）
枠連票数 計 88389 的中 （2－7） 1763（13番人気）
馬連票数 計 324913 的中 �� 7220（13番人気）
馬単票数 計 174945 的中 �� 1840（24番人気）
ワイド票数 計 273773 的中 �� 4616（18番人気）�� 18767（2番人気）�� 3676（22番人気）
3連複票数 計 500551 的中 ��� 6624（19番人気）
3連単票数 計 635781 的中 ��� 1434（101番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．8―35．3―47．8―1：00．7―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズハイアー �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．11．3 京都2着

2016．4．12生 牡3鹿 母 ヒカルカグヤヒメ 母母 ヒカルトルネード 5戦1勝 賞金 11，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スエヒロドラマー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年3月2日まで平地競

走に出走できない。
シセイイシン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月2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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 オルエン号・シゲルシンジュ号・ラブヴィサージュ号
（非抽選馬） 1頭 キンシロウ号

第１回 中京競馬 第５日



02051 2月2日 晴 稍重 （31中京1）第5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）

若手騎手，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
1：10．0
1：08．7

重
重

58 リチュアルローズ 牝6鹿 55
54 ☆藤田菜七子 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム 472－141：12．8 3．6�

610 タイムレスメロディ 牝6鹿 55 城戸 義政 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B434－ 2 〃 クビ 7．0�
11 マルモマリア 牝4鹿 55

53 △富田 暁まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 464－ 41：12．9� 5．2�
46 サ マ ニ ー �6青鹿57 荻野 極井上 一郎氏 武藤 善則 様似 中脇 一幸 B478－ 4 〃 クビ 11．0�
815 ロードコメット �5栗 57 菱田 裕二 �ロードホースクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか 伊藤 敏明 520－ 21：13．1� 13．2	
59 ウインクルチェリー 牝5鹿 55 長岡 禎仁塚本 能交氏 高橋 亮 日高 竹島 幸治 512＋ 2 〃 クビ 45．1

712 デルマカシャーサ 牝4栗 55 中井 裕二浅沼 廣幸氏 田中 博康 千歳 社台ファーム 464－ 21：13．2� 3．9�
22 ノーブルアース 牝4黒鹿55 岩崎 翼吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 476＋ 41：13．3� 48．1�
47 ヴォルフスブルク 牡4芦 57

54 ▲木幡 育也 �コスモヴューファーム 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム 468＋ 61：13．4� 39．6
34 ラタンドレス 牝6鹿 55

54 ☆森 裕太朗 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 482－ 2 〃 アタマ 72．3�

814 メイショウマイカゼ 牝6黒鹿 55
54 ☆川又 賢治松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 448－ 21：13．5� 23．4�

611 メガポリゴン 牡5鹿 57 伴 啓太薗部 博之氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 538± 01：13．92� 18．6�
713� 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 468－ 2 〃 ハナ 30．4�

35 ミコジェンヌ 牝4栗 55 原田 和真古賀 慎一氏 谷原 義明 浦河 松栄牧場 440－ 81：14．11 340．9�
23 アルマアノン 牝4青鹿55 小崎 綾也コウトミックレーシング 佐々木晶三 新冠 小泉牧場 464± 01：14．2� 82．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，283，800円 複勝： 32，380，500円 枠連： 9，498，900円
馬連： 38，073，900円 馬単： 17，864，000円 ワイド： 32，591，800円
3連複： 55，929，900円 3連単： 67，089，600円 計： 273，712，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 170円 � 210円 枠 連（5－6） 840円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 2，330円

ワ イ ド �� 540円 �� 710円 �� 780円

3 連 複 ��� 3，390円 3 連 単 ��� 17，020円

票 数

単勝票数 計 202838 的中 � 44413（1番人気）
複勝票数 計 323805 的中 � 56959（2番人気）� 50865（3番人気）� 35344（4番人気）
枠連票数 計 94989 的中 （5－6） 8689（3番人気）
馬連票数 計 380739 的中 �� 19626（4番人気）
馬単票数 計 178640 的中 �� 5732（4番人気）
ワイド票数 計 325918 的中 �� 16001（3番人気）�� 11608（5番人気）�� 10558（8番人気）
3連複票数 計 559299 的中 ��� 12354（6番人気）
3連単票数 計 670896 的中 ��� 2857（24番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．1―12．2―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．0―36．1―48．3―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リチュアルローズ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Wild Again デビュー 2015．9．19 中山2着

2013．4．26生 牝6鹿 母 マイワイルドローズ 母母 Rose of Mull 21戦2勝 賞金 25，000，000円

02052 2月2日 晴 良 （31中京1）第5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

34 ロードショー 牡4鹿 59 原田 和真鶴見 恵理氏 和田 雄二 浦河 有限会社
吉田ファーム 486＋ 23：21．4 12．4�

33 ルグランパントル �7鹿 60 石神 深一 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 480± 03：21．61� 1．8�

46 ハイドロフォイル �6鹿 60 高田 潤 �サンデーレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 494＋ 23：21．7� 7．9�
22 マイネルレオーネ 牡7黒鹿60 黒岩 悠 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 406－ 23：22．12� 16．2�
45 コスモターンブルー 牡4青 59 山本 康志 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 新冠 ビッグレッドファーム 530＋323：22．52� 172．9	
57 � レオクイック 牡7鹿 60 小野寺祐太坂田 行夫氏 伊藤 正徳 浦河 田中スタッド 468－ 23：22．6� 452．0

11 ダノンシーザー 牡7鹿 60 白浜 雄造�ダノックス 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 482＋ 23：22．7� 9．6�
711 ベストドリーム 牡8鹿 60 大庭 和弥堀口 晴男氏 松山 将樹 日高 日西牧場 476－ 23：23．23 6．5�
69 トゥルーウインド 牡7栗 60 五十嵐雄祐 �社台レースホース田中 剛 安平 追分ファーム 452－ 8 〃 アタマ 14．5
814 ダイシンサンダー 牡8鹿 60 草野 太郎大八木信行氏 戸田 博文 新ひだか グランド牧場 500＋123：24．05 34．0�
58 メイショウグンパイ 牡6黒鹿60 熊沢 重文松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 498＋ 43：24．1� 23．3�
712 ダイチョウセブン 牡4青鹿59 植野 貴也長谷川一雄氏 牧田 和弥 新ひだか 坂本 春雄 488＋ 83：25．8大差 72．3�
813 トルークマクト 牡9鹿 60 蓑島 靖典�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 B464＋ 83：27．410 167．9�
610 イイデメモリー 牝5鹿 58 難波 剛健松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 山岡ファーム 558＋103：27．61� 214．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，669，200円 複勝： 19，443，100円 枠連： 8，469，200円
馬連： 24，776，100円 馬単： 14，681，900円 ワイド： 20，188，500円
3連複： 43，038，600円 3連単： 58，318，700円 計： 205，585，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 290円 � 130円 � 190円 枠 連（3－3） 1，290円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 3，770円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，210円 �� 330円

3 連 複 ��� 2，580円 3 連 単 ��� 20，090円

票 数

単勝票数 計 166692 的中 � 10733（5番人気）
複勝票数 計 194431 的中 � 12966（6番人気）� 54167（1番人気）� 24471（3番人気）
枠連票数 計 84692 的中 （3－3） 5067（5番人気）
馬連票数 計 247761 的中 �� 16731（5番人気）
馬単票数 計 146819 的中 �� 2916（12番人気）
ワイド票数 計 201885 的中 �� 10795（5番人気）�� 3856（17番人気）�� 17178（1番人気）
3連複票数 計 430386 的中 ��� 12495（8番人気）
3連単票数 計 583187 的中 ��� 2104（63番人気）
上り 1マイル 1：46．2 4F 51．4－3F 38．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロードショー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．5．6 東京12着

2015．4．4生 牡4鹿 母 ルクールダンジェ 母母 パーフェクトワールド 障害：2戦1勝 賞金 9，800，000円
〔発走状況〕 コスモターンブルー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 コスモターンブルー号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ロマンチスト号
（非抽選馬） 4頭 シゲルキハダマグロ号・ニシノエアレス号・ブルーガーディアン号・リルインフィニティ号



02053 2月2日 晴 良 （31中京1）第5日 第5競走 ��3，330�サラブレッド系障害4歳以上
発走12時10分 （ 芝 ）

4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：37．4良

46 シングンマイケル �5鹿 61 金子 光希伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 456＋ 23：37．5 2．0�
45 ムーンクレスト 牡7鹿 60 平沢 健治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 492＋ 63：37．92� 5．8�
712 ヤマニンシルフ 牡6栗 60 小坂 忠士土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 458＋ 23：38．85 55．9�
33 マイブルーヘブン 牡5鹿 60 難波 剛健三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 坂田牧場 484＋ 43：39．01� 20．5�
711� ビットアレグロ 牡10栗 62 蓑島 靖典礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 494－ 63：39．31	 31．8�
57 アドマイヤフォルム 牡6黒鹿61 北沢 伸也近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 500± 03：39．61	 31．1	
11 マックスドリーム �12青鹿60 白浜 雄造山田 弘氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 552＋ 43：40．02� 37．6

69 サンマルホーム 牡9栗 60 佐久間寛志相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 450＋ 83：40．31	 24．1�
814 ヒルノマゼラン 牡6黒鹿60 西谷 誠�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 上村 清志 522＋163：41．25 10．4�
813 ニシノスマッシュ 牡5黒鹿60 大江原 圭西山 茂行氏 根本 康広 新冠 村上 欽哉 450＋143：42．05 163．0
610� シゲルノマオイ 牡7栗 60 上野 翔森中 蕃氏 粕谷 昌央 浦河 中村 雅明 486－ 43：44．1大差 165．0�
22 ハルキストン 牡4鹿 60 中村 将之若草クラブ 浅見 秀一 浦河 藤春 修二 460＋12 （競走中止） 5．4�
34 キークラッカー 牡6鹿 60 草野 太郎北前孔一郎氏 土田 稔 新冠 対馬 正 548＋28 （競走中止） 27．8�
58 � コ ン コ ー ド 牡7鹿 62 石神 深一林 正道氏 武井 亮 浦河 酒井牧場 526－ 4 （競走中止） 15．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 18，750，300円 複勝： 23，923，600円 枠連： 11，827，100円
馬連： 29，221，500円 馬単： 16，388，600円 ワイド： 25，909，500円
3連複： 52，665，800円 3連単： 67，765，400円 計： 246，451，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 190円 � 780円 枠 連（4－4） 870円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 310円 �� 1，500円 �� 3，550円

3 連 複 ��� 8，800円 3 連 単 ��� 28，210円

票 数

単勝票数 計 187503 的中 � 73546（1番人気）
複勝票数 計 239236 的中 � 79928（1番人気）� 30123（3番人気）� 4712（12番人気）
枠連票数 計 118271 的中 （4－4） 10480（4番人気）
馬連票数 計 292215 的中 �� 31954（2番人気）
馬単票数 計 163886 的中 �� 11057（2番人気）
ワイド票数 計 259095 的中 �� 24687（2番人気）�� 4132（20番人気）�� 1697（42番人気）
3連複票数 計 526658 的中 ��� 4487（29番人気）
3連単票数 計 677654 的中 ��� 1741（78番人気）
上り 1マイル 1：45．9 4F 51．8－3F 38．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シングンマイケル �
�
父 シングンオペラ �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2017．1．29 東京2着

2014．4．13生 �5鹿 母 ジェヴォーナ 母母 タケノデュムカ 障害：9戦3勝 賞金 52，880，000円
〔競走中止〕 コンコード号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため2周目向正面で競走中止。

ハルキストン号は，2周目2号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
キークラッカー号は，2周目6号障害〔ハードル〕着地時につまずき，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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アグリッパーバイオ号・クリュティエ号・ショウナンバローロ号・ドラゴンストーム号
（非抽選馬） 2頭 シゲルゴリラ号・メイショウタカモリ号

02054 2月2日 晴 稍重 （31中京1）第5日 第6競走 1，900�サラブレッド系4歳以上
発走12時45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 5，250，000
5，250，000

円
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

44 � フ ワ ト ロ 牝4鹿 54 丸田 恭介佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 468－182：00．3 13．6�
711 ダンツチョイス 牝4栗 54 丸山 元気山元 哲二氏 本田 優 日高 天羽牧場 448± 0 〃 同着 2．0�
57 クリノヴィクトリア 牝5栗 55

52 ▲木幡 育也栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 436＋ 2 〃 ハナ 55．4�
11 ローズベリル 牝4黒鹿 54

51 ▲西村 淳也 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B498＋ 42：00．62 5．2�
69 ポルカシュネル 牝4鹿 54

53 ☆藤田菜七子 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 478－ 42：00．91� 4．9�
33 アポロプリンセス 牝4栗 54 荻野 極アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新冠 山岡ファーム B480－ 2 〃 クビ 18．9	
68 アルセナーレ 牝6鹿 55

53 △富田 暁 
ロードホースクラブ 新開 幸一 新ひだか ケイアイファーム 526＋ 62：01．21� 10．1�
45 メイショウイザナミ 牝4鹿 54

53 ☆川又 賢治松本 好雄氏 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B434－ 82：02．58 56．7�

812 ナガラエンカ 牝5鹿 55 吉田 隼人長良レーシングクラブ 五十嵐忠男 浦河 グラストレーニ
ングセンター 454± 02：02．6クビ 26．2

813 シェパーズポーズ 牝4黒鹿54 松田 大作 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 502＋ 6 〃 クビ 25．5�
56 ラヴファンシフル 牝4鹿 54 津村 明秀 �社台レースホース奥村 武 千歳 社台ファーム 486＋102：02．92 31．8�
710 ブラックイメル 牝4黒鹿54 古川 吉洋ケーエスHD 小野 次郎 新ひだか 木田牧場 476＋122：04．17 174．0�
22 � ヒ ス イ 牝5鹿 55 岩部 純二清水 敏氏 谷原 義明 新冠 有限会社 大

作ステーブル B494＋ 42：05．05 333．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 26，586，000円 複勝： 37，202，500円 枠連： 11，050，000円
馬連： 39，929，200円 馬単： 21，829，700円 ワイド： 37，924，100円
3連複： 62，179，700円 3連単： 77，012，600円 計： 313，713，800円

払戻金・
給付金

単 勝 �
�

460円
130円 複 勝 �

�
310円
130円 � 650円 枠 連（4－7） 1，240円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 ��
��

1，930円
1，230円

ワ イ ド �� 670円 ��
��

6，010円
1，450円

3 連 複 ��� 14，340円 3 連 単 ���
���

37，240円
22，360円

票 数

単勝票数 計 265860 的中 � 15603（5番人気）� 101702（1番人気）
複勝票数 計 372025 的中 � 25302（5番人気）� 114313（1番人気）� 10292（9番人気）
枠連票数 計 110500 的中 （4－7） 6890（4番人気）
馬連票数 計 399292 的中 �� 20481（5番人気）
馬単票数 計 218297 的中 �� 4185（14番人気）�� 6733（8番人気）
ワイド票数 計 379241 的中 �� 15325（5番人気）�� 1547（48番人気）�� 6674（16番人気）
3連複票数 計 621797 的中 ��� 3250（46番人気）
3連単票数 計 770126 的中 ��� 749（231番人気） ��� 1249（141番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．7―30．7―43．7―56．4―1：08．4―1：21．1―1：34．3―1：47．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．2
1
3
・（1，8）（2，12）3，7，4（9，11）－6，13－5，10・（1，8）12（3，7）4（2，11）9－6－（13，10）5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�フ ワ ト ロ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 El Corredor

2015．3．29生 牝4鹿 母 ツクバエルドラド 母母 ファーストバイオリン 6戦1勝 賞金 8，250，000円
初出走 JRA
市場取引馬
ダンツチョイス �

�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．11．19 京都4着

2015．3．2生 牝4栗 母 アンティークカラー 母母 ロ ー ズ ボ ー 12戦2勝 賞金 21，900，000円



02055 2月2日 晴 良 （31中京1）第5日 第7競走 ��2，200�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
2：09．9
2：09．9

良
良

55 ワ ダ ツ ミ 牡3鹿 56 武 豊谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 482＋ 22：14．3 5．6�
66 ビザンティン 牡3青鹿 56

54 △富田 暁 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム B500± 02：14．4� 20．9�
44 サンサルドス 牡3鹿 56 藤岡 康太 �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 536＋122：14．5� 5．0�
22 マイサンシャイン 牡3栗 56

53 ▲西村 淳也三田 昌宏氏 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 462－ 42：14．7� 11．8�
77 ラステラデファルコ 牡3黒鹿 56

55 ☆川又 賢治武田 修氏 武井 亮 安平 追分ファーム 490＋ 82：14．91� 11．3�
810 メテオスウォーム 牡3黒鹿56 中谷 雄太 �シルクレーシング 矢作 芳人 新ひだか グランド牧場 482－ 42：15．0� 2．4	
11 マイネルモーディグ 牡3栗 56 津村 明秀 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新ひだか 松本牧場 460± 02：15．1� 14．0�
33 ディーププリモ 牡3鹿 56 丸山 元気ライオンレースホース
 伊藤 大士 登別 登別上水牧場 468－ 62：15．84 17．0�
78 クルージーン 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 �社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム 498＋182：18．5大差 9．6
89 ヤマカツライアン 牡3鹿 56 菱田 裕二山田 和夫氏 杉山 晴紀 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 514 ― 〃 ハナ 127．7�
（10頭）

売 得 金
単勝： 24，079，500円 複勝： 32，500，300円 枠連： 7，420，700円
馬連： 32，660，700円 馬単： 17，815，900円 ワイド： 26，302，100円
3連複： 44，066，300円 3連単： 66，217，600円 計： 251，063，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 170円 � 410円 � 170円 枠 連（5－6） 4，850円

馬 連 �� 4，870円 馬 単 �� 7，980円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 540円 �� 1，600円

3 連 複 ��� 8，010円 3 連 単 ��� 49，440円

票 数

単勝票数 計 240795 的中 � 34392（3番人気）
複勝票数 計 325003 的中 � 56782（2番人気）� 15794（9番人気）� 55318（3番人気）
枠連票数 計 74207 的中 （5－6） 1184（19番人気）
馬連票数 計 326607 的中 �� 5192（21番人気）
馬単票数 計 178159 的中 �� 1673（36番人気）
ワイド票数 計 263021 的中 �� 4002（24番人気）�� 13369（5番人気）�� 4075（23番人気）
3連複票数 計 440663 的中 ��� 4126（31番人気）
3連単票数 計 662176 的中 ��� 971（177番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．4―13．0―12．8―12．5―11．7―11．9―12．1―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．8―36．2―49．2―1：02．0―1：14．5―1：26．2―1：38．1―1：50．2―2：02．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ワ ダ ツ ミ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．9．1 新潟4着

2016．2．14生 牡3鹿 母 ビーチパレード 母母 ビーチフラッグ 6戦1勝 賞金 8，900，000円
〔制裁〕 マイサンシャイン号の騎手西村淳也は，1コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・6番）
〔その他〕 マイサンシャイン号は，1コーナー手前で外側に逃避したことについて平地調教注意。

02056 2月2日 晴 稍重 （31中京1）第5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，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

66 テ ィ カ ル �4鹿 57 中井 裕二 �カナヤマホール
ディングス 池添 学 日高 天羽牧場 492－181：24．5 4．2�

79 サンタナブルー 牡7黒鹿 57
56 ☆藤田菜七子 �YGGホースクラブ 和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 486＋ 21：24．71� 9．1�

55 タイセイマルス 牡5黒鹿57 荻野 極田中 成奉氏 栗田 徹 新ひだか 野坂牧場 B484＋ 21：24．8� 3．7�
78 ボ ナ パ ル ト 牡5鹿 57 武 豊幅田 昌伸氏 庄野 靖志 浦河 有限会社

吉田ファーム B510＋ 21：25．33 6．6�
22 アイアムジュピター 牡5鹿 57 津村 明秀堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 510＋ 81：25．5� 6．7�
11 ウインインペリアル 牡4栗 57 高田 潤�ウイン �島 一歩 新冠 コスモヴューファーム 490＋ 21：25．82 48．6	
67 ファインダッシュ 牡7黒鹿57 丸山 元気井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 B504－ 81：25．9クビ 34．1

33 ダノンブライト 牡7青鹿57 藤岡 佑介�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 478＋ 21：26．0� 14．1�
44 ボナヴィーゴ 牡4黒鹿 57

54 ▲西村 淳也吉田 和美氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 482－ 41：26．74 4．7�
811	 チョコマウンテン 牡5鹿 57 柴山 雄一�Basic 小野 次郎 新ひだか 桜井牧場 504－ 4 〃 ハナ 202．8
810 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 B470＋ 21：26．91� 143．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 22，891，700円 複勝： 32，245，500円 枠連： 8，942，400円
馬連： 35，765，000円 馬単： 18，511，300円 ワイド： 26，733，000円
3連複： 49，419，400円 3連単： 68，022，000円 計： 262，530，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 180円 � 250円 � 140円 枠 連（6－7） 460円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 3，120円

ワ イ ド �� 730円 �� 360円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，120円 3 連 単 ��� 12，890円

票 数

単勝票数 計 228917 的中 � 43128（2番人気）
複勝票数 計 322455 的中 � 45171（4番人気）� 27062（6番人気）� 71100（1番人気）
枠連票数 計 89424 的中 （6－7） 14754（1番人気）
馬連票数 計 357650 的中 �� 14301（11番人気）
馬単票数 計 185113 的中 �� 4446（18番人気）
ワイド票数 計 267330 的中 �� 8836（13番人気）�� 19982（1番人気）�� 12495（8番人気）
3連複票数 計 494194 的中 ��� 17408（6番人気）
3連単票数 計 680220 的中 ��� 3824（38番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．4―11．9―12．5―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．0―46．9―59．4―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テ ィ カ ル �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2017．7．22 中京9着

2015．3．25生 �4鹿 母 マ ヤ ノ マ ヤ 母母 ナリタフローラ 12戦2勝 賞金 15，500，000円
〔制裁〕 タイセイマルス号の騎手荻野極は，発走後まもなく外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3番・4番）



02057 2月2日 晴 良 （31中京1）第5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，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

23 � シャドウノエル 牝4黒鹿55 武 豊飯塚 知一氏 角居 勝彦 仏 M. Patrick
Barbe 474－ 61：09．2 3．0�

34 アラスカノオーロラ 牡4鹿 57
56 ☆藤田菜七子丸山 担氏 小島 茂之 浦河 伏木田牧場 452± 0 〃 クビ 6．5�

35 カクテルドレス 牝4芦 55
53 △富田 暁 Him Rock Racing

ホールディングス� 佐々木晶三 日高 槇本牧場 480＋ 41：09．3� 12．9�
59 ファイブフォース 牝5鹿 55 丸田 恭介�サンライズ 栗田 徹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 480－ 41：09．4� 8．3�
712 アドマイヤジャズ 牡7青鹿57 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 478＋121：09．5クビ 43．6	
47 マ ジ ョ ラ ム 牝5鹿 55 藤岡 康太�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452＋ 4 〃 アタマ 5．9

610 ヤマニンルネッタ 牝4鹿 55

54 ☆川又 賢治土井 薫氏 浅見 秀一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 456＋121：09．6� 168．9�

815 リュニヴェール 牝4黒鹿55 岩崎 翼杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 B462＋ 61：09．81 6．6�
58 	 アルレーサー 牡4鹿 57 古川 吉洋�エーティー 昆 貢 浦河 杵臼牧場 458＋ 41：09．9� 43．6	
11 	 ブラウンローズ 牝5黒鹿55 小崎 綾也大塚 亮一氏 高橋 裕 新ひだか 平野牧場 B492＋10 〃 アタマ 12．8
22 ナ デ ィ ア 牝4鹿 55 藤岡 佑介�ノースヒルズ 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 418－ 21：10．0� 34．4�
46 キングドンドルマ 牡4青鹿57 荻野 極田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 日高 船越牧場 480＋14 〃 アタマ 22．2�
611 フジマサアクトレス 牝6鹿 55 柴山 雄一藤原 正一氏 菊川 正達 浦河 酒井牧場 B472－ 21：10．1� 29．9�
814	 コノチヲツナイデ 牝5鹿 55

52 ▲西村 淳也福田 光博氏 小桧山 悟 むかわ ヤマイチ牧場 436－ 11：10．63 258．0�
713 タガノフレイア 牝5鹿 55 吉田 隼人八木 良司氏 
島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 428＋ 21：10．7� 62．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 25，448，800円 複勝： 35，178，700円 枠連： 12，160，200円
馬連： 48，669，800円 馬単： 23，617，500円 ワイド： 38，886，800円
3連複： 72，482，600円 3連単： 93，861，100円 計： 350，305，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 230円 � 380円 枠 連（2－3） 640円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，020円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 5，280円 3 連 単 ��� 17，850円

票 数

単勝票数 計 254488 的中 � 66118（1番人気）
複勝票数 計 351787 的中 � 76423（1番人気）� 36885（5番人気）� 19423（7番人気）
枠連票数 計 121602 的中 （2－3） 14711（1番人気）
馬連票数 計 486698 的中 �� 48330（1番人気）
馬単票数 計 236175 的中 �� 11293（2番人気）
ワイド票数 計 388868 的中 �� 25756（1番人気）�� 9488（12番人気）�� 5447（24番人気）
3連複票数 計 724826 的中 ��� 10295（12番人気）
3連単票数 計 938611 的中 ��� 3812（25番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．2―11．5―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．4―45．9―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．8
3 ・（10，8）（1，4，14）11（3，5，15）－（7，12）9，6，13，2 4 10，8（1，4，14）（3，5，11）15（7，12）9－（6，2，13）

勝馬の
紹 介

�シャドウノエル �
�
父 Le Havre �

�
母父 Divine Light デビュー 2018．7．14 中京3着

2015．4．30生 牝4黒鹿 母 Magic Potion 母母 Magic Dawn 4戦2勝 賞金 14，550，000円

02058 2月2日 晴 稍重 （31中京1）第5日 第10競走 ��1，200�ご ぎ ょ う 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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：10．0
1：08．7

重
重

811� タイミングナウ 牡3鹿 56 武 豊�キーファーズ 角居 勝彦 米 KatieRich
Farms 474＋ 21：12．0 1．7�

55 ナランフレグ 牡3栗 56 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 462－ 41：12．32 4．8�
11 イーサンパンサー 牡3栗 56 古川 吉洋国本 勇氏 昆 貢 浦河 東栄牧場 464－ 21：12．5� 4．7�
33 � エヴァキュアン 牡3黒鹿56 小崎 綾也加藤 誠氏 中竹 和也 米 Godolphin 480＋ 41：12．71� 17．6�
22 ニシノコトダマ 牡3栗 56 津村 明秀西山 茂行氏 手塚 貴久 浦河 ガーベラパー

クスタツド 506± 0 〃 クビ 10．9�
67 メ デ ィ ク ス 牡3栗 56 藤岡 佑介 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 450－ 61：13．12� 37．5	
79 カモンスプリング 牡3鹿 56 吉田 隼人石川 博氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 478± 01：13．31� 32．6

44 ケイゴールド 牝3青鹿54 丸山 元気友水 達也氏 中野 栄治 新冠 岩見牧場 478＋ 21：13．72� 233．6�
78 タイセイスパーブ 牡3鹿 56 柴山 雄一田中 成奉氏 青木 孝文 浦河 高昭牧場 476－ 4 〃 クビ 23．5�
66 	 リンノティアラ 牝3栗 54 藤田菜七子谷口 祐人氏 中野 栄治 浦河 ガーベラパー

クスタツド 414± 01：13．8クビ 125．2
810 ブルベアオーロ 牡3黒鹿56 中井 裕二 �ブルアンドベア 川村 禎彦 新ひだか 小野 秀治 450＋ 21：14．22� 91．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 46，475，900円 複勝： 55，874，200円 枠連： 14，098，100円
馬連： 68，595，900円 馬単： 42，283，700円 ワイド： 49，152，300円
3連複： 91，756，200円 3連単： 181，058，200円 計： 549，294，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 120円 � 120円 枠 連（5－8） 500円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 240円 �� 190円 �� 350円

3 連 複 ��� 660円 3 連 単 ��� 2，160円

票 数

単勝票数 計 464759 的中 � 209180（1番人気）
複勝票数 計 558742 的中 � 217381（1番人気）� 86920（3番人気）� 96165（2番人気）
枠連票数 計 140981 的中 （5－8） 21739（2番人気）
馬連票数 計 685959 的中 �� 119123（1番人気）
馬単票数 計 422837 的中 �� 45133（2番人気）
ワイド票数 計 491523 的中 �� 50736（2番人気）�� 73599（1番人気）�� 30951（4番人気）
3連複票数 計 917562 的中 ��� 102815（1番人気）
3連単票数 計1810582 的中 ��� 60595（2番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．4―12．4―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．7―35．1―47．5―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�タイミングナウ �
�
父 Tapit �

�
母父 Include デビュー 2019．1．5 京都1着

2016．2．20生 牡3鹿 母 Her Smile 母母 Hepburn 2戦2勝 賞金 16，294，000円



02059 2月2日 晴 良 （31中京1）第5日 第11競走 ��1，600�中京スポーツ杯
発走15時25分 （芝・左）

4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
東京スポーツ新聞社賞（1着）

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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：30．7

良
良

11 アナザープラネット 牡6鹿 57 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＋201：35．2 33．4�

810� ダブルシャープ 牡4鹿 57 柴山 雄一天堀 忠博氏 渡辺 薫彦 新冠 村上 雅規 478＋ 4 〃 クビ 11．7�
33 サウンドキアラ 牝4鹿 55 武 豊増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 460± 0 〃 ハナ 2．7�
55 シュバルツボンバー 牡4鹿 57 松田 大作�KTレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 532± 01：35．51� 4．5�
44 ト ラ イ ン 牡4鹿 57 藤岡 佑介大野 照旺氏 浜田多実雄 新ひだか タイヘイ牧場 460＋ 2 〃 ハナ 2．5�
22 ロフティフレーズ 牝4黒鹿55 丸山 元気水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 450－ 81：35．6� 11．1	
77 オンタケハート 牡8鹿 57 小崎 綾也宮原 廣伸氏 伊藤 大士 浦河 猿橋 義昭 486＋101：36．02� 218．9

78 バケットリスト 牝4鹿 55 菱田 裕二宮城 寛也氏 高橋 文雅 浦河 宮内牧場 476＋161：36．21� 19．7�
66 ヴ ェ ゼ ー ル 牡6栗 57 藤岡 康太畑佐 博氏 河内 洋 浦河 中神牧場 566＋141：36．51	 134．3�
89 メイショウヤマホコ 牡9黒鹿57 太宰 啓介松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 天羽牧場 490＋181：36．92� 171．5

（10頭）

売 得 金
単勝： 57，388，700円 複勝： 55，645，400円 枠連： 20，744，400円
馬連： 140，284，500円 馬単： 69，463，500円 ワイド： 74，146，500円
3連複： 193，539，700円 3連単： 370，190，700円 計： 981，403，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，340円 複 勝 � 560円 � 260円 � 120円 枠 連（1－8） 9，540円

馬 連 �� 11，040円 馬 単 �� 31，510円

ワ イ ド �� 3，200円 �� 1，120円 �� 500円

3 連 複 ��� 8，060円 3 連 単 ��� 114，350円

票 数

単勝票数 計 573887 的中 � 13744（7番人気）
複勝票数 計 556454 的中 � 16354（7番人気）� 42230（5番人気）� 197598（1番人気）
枠連票数 計 207444 的中 （1－8） 1685（20番人気）
馬連票数 計1402845 的中 �� 9839（20番人気）
馬単票数 計 694635 的中 �� 1653（45番人気）
ワイド票数 計 741465 的中 �� 5601（20番人気）�� 16768（12番人気）�� 40643（7番人気）
3連複票数 計1935397 的中 ��� 18001（23番人気）
3連単票数 計3701907 的中 ��� 2347（192番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．6―36．8―49．1―1：01．3―1：12．8―1：23．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．1―3F33．9

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

勝馬の
紹 介

アナザープラネット �
�
父 ワークフォース �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．3．6 中山2着

2013．4．4生 牡6鹿 母 ダイヤモンドピサ 母母 ジ ョ ー ド 13戦4勝 賞金 51，445，000円
〔発走状況〕 メイショウヤマホコ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔調教再審査〕 メイショウヤマホコ号は，発走調教再審査。

02060 2月2日 晴 良 （31中京1）第5日 第12競走 2，000�
に し お

西 尾 特 別
発走16時00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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

44 ウインルチル 牝4栗 54 吉田 隼人�ウイン 奥村 豊 新冠 コスモヴューファーム 432－ 42：04．0 15．6�
66 アオイプリンセス 牝6鹿 55 藤岡 佑介新谷 正子氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 462＋14 〃 アタマ 5．3�
810 シャイントレイル 牝5芦 55 川又 賢治 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 450＋ 8 〃 クビ 21．6�
78 エフティアテナ 牝4黒鹿54 藤田菜七子吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 440－ 22：04．1� 17．4�
79 キャンディストーム 牝5鹿 55 武 豊ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480± 0 〃 アタマ 8．1	
22 ソシアルクラブ 牝4栗 54 藤岡 康太 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 462＋102：04．2� 2．4

811 プリンセスルーラー 牝5黒鹿55 荻野 極大森 悌次氏 高橋 康之 浦河 �川 啓一 478± 02：04．41� 4．8�
11 ウインラナキラ 牝4鹿 54 菱田 裕二�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 412± 02：04．61� 9．6�
55 レ ユ シ ッ ト 牝4黒鹿54 丸田 恭介落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 川島牧場 466＋ 2 〃 クビ 51．0
33 ハートオブスワロー 牝5黒鹿55 丸山 元気�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 438± 02：04．7� 75．7�
67 ベラソヴラーノ 牝4鹿 54 古川 吉洋 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 宮 徹 新ひだか 上村 清志 462＋202：05．12� 53．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 43，973，100円 複勝： 46，540，700円 枠連： 16，963，200円
馬連： 75，583，600円 馬単： 37，240，900円 ワイド： 52，145，200円
3連複： 106，259，900円 3連単： 163，513，100円 計： 542，219，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，560円 複 勝 � 330円 � 190円 � 400円 枠 連（4－6） 3，910円

馬 連 �� 3，100円 馬 単 �� 6，620円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 3，120円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 16，220円 3 連 単 ��� 92，250円

票 数

単勝票数 計 439731 的中 � 22439（6番人気）
複勝票数 計 465407 的中 � 34583（6番人気）� 73418（3番人気）� 27044（8番人気）
枠連票数 計 169632 的中 （4－6） 3354（15番人気）
馬連票数 計 755836 的中 �� 18857（11番人気）
馬単票数 計 372409 的中 �� 4215（29番人気）
ワイド票数 計 521452 的中 �� 12501（14番人気）�� 4204（30番人気）�� 9140（21番人気）
3連複票数 計1062599 的中 ��� 4912（54番人気）
3連単票数 計1635131 的中 ��� 1285（299番人気）

ハロンタイム 12．8―12．4―13．2―13．4―12．8―12．7―12．5―11．5―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―25．2―38．4―51．8―1：04．6―1：17．3―1：29．8―1：41．3―1：52．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインルチル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2017．11．12 京都4着

2015．3．27生 牝4栗 母 コスモクリスタル 母母 クリスチャンネーム 11戦2勝 賞金 21，630，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。



（31中京1）第5日 2月2日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 153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

193，730，000円
2，590，000円
12，870，000円
1，170，000円
21，410，000円
61，673，000円
5，607，600円
1，468，800円

勝馬投票券売得金
340，189，500円
437，051，400円
136，995，800円
600，662，000円
316，068，500円
439，757，100円
878，710，000円
1，345，863，100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 4，495，297，400円

総入場人員 10，012名 （有料入場人員 9，173名）
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