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19001 6月29日 曇 重 （1中京3） 第1日 第1競走 ��3，000�障害3歳以上未勝利
発走10時00分 （ 芝 ）

負担重量は，3歳58�4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

57 インウィスパーズ 牡5鹿 60 熊沢 重文金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 日高 日高大洋牧場 446－ 23：18．2 3．4�

69 � ルグランフリソン 牡6鹿 60 白浜 雄造前田 幸治氏 中竹 和也 米 Green Lantern
Stables, LLC 488＋ 23：18．62� 7．0�

813� アイファーヴリル 牡6栗 60 田村 太雅中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 474＋ 83：19．13 15．8�
11 エスケークラウン 牡5青 60 北沢 伸也菅藤 宗一氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 504－103：19．52� 33．5�
46 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 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 482＋ 23：19．82 2．1�
711� スズカノーチラス 牡7鹿 60 佐久間寛志永井 啓弍氏 藤沢 則雄 浦河 大北牧場 444－ 43：20．01 103．0	
58 � メイショウボンロク 牡8栗 60 中村 将之松本 好雄氏 松下 武士 浦河 高昭牧場 510－ 43：20．63� 11．6

45 テイエムイキオイ 牡5青鹿60 小坂 忠士竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 桜井牧場 476＋ 63：20．92 65．8�
34 マインシャッツ 牡6栗 60 西谷 誠吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 486± 03：21．43 15．2�
814 バトルフガクオウ 牡4鹿 60 五十嵐雄祐宮川 秋信氏 尾形 和幸 新ひだか 西村 和夫 478＋ 83：21．5クビ 29．4
610 トミケンスラーヴァ 牡9鹿 60 江田 勇亮冨樫 賢二氏 竹内 正洋 大樹 大樹ファーム 514＋103：22．77 42．2�
712� クラウンレガシー 	4黒鹿60 草野 太郎矢野まり子氏 星野 忍 日高 クラウン日高牧場 498－ 93：23．02 208．2�
33 カシノランペイジ 	4黒鹿60 黒岩 悠柏木 務氏 谷 潔 鹿児島 柏木 務 502－ 33：24．06 107．9�
22 ライブリシュナイト 牡6鹿 60 高田 潤加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 日高 下河辺牧場 496－ 23：35．2大差 137．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，382，800円 複勝： 25，649，100円 枠連： 9，261，800円
馬連： 28，334，400円 馬単： 16，850，300円 ワイド： 23，189，100円
3連複： 51，481，200円 3連単： 66，429，500円 計： 236，578，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 340円 � 360円 枠 連（5－6） 950円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 2，540円

ワ イ ド �� 670円 �� 690円 �� 1，830円

3 連 複 ��� 6，050円 3 連 単 ��� 22，150円

票 数

単勝票数 計 153828 的中 � 36080（2番人気）
複勝票数 計 256491 的中 � 56024（2番人気）� 17025（5番人気）� 15935（6番人気）
枠連票数 計 92618 的中 （5－6） 7539（3番人気）
馬連票数 計 283344 的中 �� 14739（4番人気）
馬単票数 計 168503 的中 �� 4971（9番人気）
ワイド票数 計 231891 的中 �� 9086（7番人気）�� 8780（8番人気）�� 3096（19番人気）
3連複票数 計 514812 的中 ��� 6378（18番人気）
3連単票数 計 664295 的中 ��� 2174（57番人気）
上り 1マイル 1：46．5 4F 51．7－3F 39．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

インウィスパーズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．12．24 阪神1着

2014．2．12生 牡5鹿 母 サムワントゥラブ 母母 シンコウラブリイ 障害：5戦1勝 賞金 14，880，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サンライズルーク号
（非抽選馬） 2頭 シンボリバーグ号・スワーヴエドワード号

19002 6月29日 曇 重 （1中京3） 第1日 第2競走 ��1，900�3歳未勝利
発走10時35分 （ダート・左）

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

11 アイファーキングズ 牡3黒鹿56 浜中 俊中島 稔氏 �島 一歩 新冠 川上 悦夫 490± 01：58．9 1．9�
815 キタサンチャンドラ 牡3鹿 56

54 △西村 淳也�大野商事 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 456＋ 5 〃 クビ 17．4�
22 メメランタン 牡3芦 56 M．デムーロ本谷 惠氏 武 幸四郎 日高 沖田牧場 522＋ 82：00．17 6．0�
713 スーパーアロイ 牡3鹿 56 幸 英明藤原征士郎氏 大根田裕之 浦河 村下農場 496－ 42：00．73� 4．0�
35 サ ブ ゼ ロ 牡3鹿 56

53 ▲岩田 望来ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 502－ 22：00．91 23．7�

59 ウェーブライダー 牡3鹿 56
55 ☆川又 賢治万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 508± 02：01．43 51．4	

46 ブルーコンパクタ 牡3鹿 56 藤井勘一郎村上 稔氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 456＋ 62：01．5クビ 55．0

34 クリノイカズチオー 牡3青鹿56 小牧 太栗本 博晴氏 田所 秀孝 日高 日西牧場 412－ 42：01．6� 272．8�
712 ラプリュベル 牝3黒鹿54 松若 風馬 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 486± 02：01．81 56．9�
47 メイショウヒノクニ 牡3黒鹿56 太宰 啓介松本 好雄氏 大橋 勇樹 日高 戸川牧場 468＋ 22：01．9� 251．7
814 アメジストヴェイグ 牡3黒鹿56 福永 祐一 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 492－ 62：02．43 21．0�
23 ナムラオニヘイ 牡3鹿 56 松山 弘平奈村 信重氏 浜田多実雄 新ひだか 八田ファーム 450＋ 4 〃 アタマ 18．4�
611 カフジマーキュリー 牡3栗 56 国分 優作加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 470－ 22：02．72 273．4�
58 レッドムルガン 牡3鹿 56 和田 竜二 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 472－ 22：03．76 22．3�
610 ブラウンマカン �3黒鹿56 中谷 雄太青芝商事� 矢作 芳人 新ひだか 田中 裕之 424－ 62：06．1大差 293．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 32，979，500円 複勝： 83，719，700円 枠連： 12，313，700円
馬連： 50，939，700円 馬単： 30，259，200円 ワイド： 44，232，200円
3連複： 81，479，600円 3連単： 113，077，900円 計： 449，001，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 250円 � 150円 枠 連（1－8） 730円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 2，020円

ワ イ ド �� 450円 �� 210円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 2，410円 3 連 単 ��� 9，470円

票 数

単勝票数 計 329795 的中 � 138059（1番人気）
複勝票数 計 837197 的中 � 535195（1番人気）� 29971（4番人気）� 72740（2番人気）
枠連票数 計 123137 的中 （1－8） 12945（3番人気）
馬連票数 計 509397 的中 �� 30035（4番人気）
馬単票数 計 302592 的中 �� 11210（6番人気）
ワイド票数 計 442322 的中 �� 23919（3番人気）�� 64407（1番人気）�� 7896（14番人気）
3連複票数 計 814796 的中 ��� 25331（7番人気）
3連単票数 計1130779 的中 ��� 8649（24番人気）

ハロンタイム 7．5―11．4―11．9―13．7―13．1―12．3―12．0―12．0―11．8―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．5―18．9―30．8―44．5―57．6―1：09．9―1：21．9―1：33．9―1：45．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F37．0
1
3
15（1，2）14，13（5，9）（4，7，10）（3，8）6－12，11
15（1，13）2，14（9，12）－（5，7，3）（4，6）8（11，10）

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

勝馬の
紹 介

アイファーキングズ �
�
父 アサクサキングス �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2019．3．9 阪神2着

2016．4．3生 牡3黒鹿 母 アイファーペガサス 母母 アストライアー 5戦1勝 賞金 13，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブラウンマカン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月29日まで平地競

走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ブラウンマカン号・アメジストヴェイグ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月29日まで

平地競走に出走できない。

第３回 中京競馬 第１日



19003 6月29日 曇 重 （1中京3） 第1日 第3競走 ��1，200�3歳未勝利
発走11時05分 （ダート・左）

牝；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

11 ナムラマッチェリ 牝3栗 54 幸 英明奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 462＋ 41：11．5 4．8�
59 マ ナ カ 牝3栗 54 小崎 綾也山口 敦広氏 飯田 祐史 新ひだか 落合 一巳 488＋ 21：11．71� 17．9�
12 ノーブルワークス 牝3鹿 54

52 △西村 淳也 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 452－ 41：12．33� 6．0�
714 ラ ブ グ ラ ー 牝3栗 54

51 ▲三津谷隼人増田 陽一氏 渡辺 薫彦 新冠 武田 修一 462－ 21：12．4� 40．1�
35 ショウナンマンカイ 牝3栗 54 和田 竜二国本 哲秀氏 西村 真幸 新冠 ムラカミファーム 482－ 6 〃 ハナ 2．3�
611 メイショウクサブエ 牝3鹿 54 �島 良太松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 480＋ 41：12．61� 41．4	
23 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－ 21：12．91� 175．3

48 ラストサマー 牝3鹿 54 藤懸 貴志�キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 442－ 6 〃 ハナ 138．7�
24 バブリーダンス 牝3栗 54 M．デムーロ�G1レーシング 千田 輝彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋ 21：13．11� 13．4
510 サウンドシュリット 牝3黒鹿 54

51 ▲斎藤 新増田 雄一氏 高橋 康之 様似 髙村 伸一 446± 01：13．2� 32．0�
815 ピュアサクヤヒメ 牝3鹿 54

51 ▲岩田 望来鈴木 康弘氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 462＋ 41：13．41 207．0�
36 サ ラ マ ー 牝3栗 54

53 ☆川又 賢治畑佐 博氏 寺島 良 新ひだか 沖田 博志 456－ 4 〃 ハナ 6．2�
816 テイエムウンマカ 牝3黒鹿 54

51 ▲服部 寿希竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 434± 01：14．14 132．4�
713 トウケイストーム 牝3栗 54 松山 弘平木村 信彦氏 池添 兼雄 新冠 村上牧場 442＋ 21：15．16 19．6�
612 エールベローチェ 牝3栗 54 川須 栄彦木村 直樹氏 千田 輝彦 浦河 バンブー牧場 468 ―1：16．05 212．6�
47 タガノダンシング 牝3鹿 54 中井 裕二八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 426 ―1：18．0大差 343．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，396，200円 複勝： 51，543，800円 枠連： 15，399，300円
馬連： 50，607，600円 馬単： 26，642，800円 ワイド： 41，946，000円
3連複： 74，266，900円 3連単： 92，472，800円 計： 382，275，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 200円 � 410円 � 230円 枠 連（1－5） 1，570円

馬 連 �� 4，060円 馬 単 �� 7，550円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 810円 �� 2，290円

3 連 複 ��� 11，580円 3 連 単 ��� 63，010円

票 数

単勝票数 計 293962 的中 � 48490（2番人気）
複勝票数 計 515438 的中 � 74623（2番人気）� 28079（6番人気）� 60800（4番人気）
枠連票数 計 153993 的中 （1－5） 7577（6番人気）
馬連票数 計 506076 的中 �� 9646（13番人気）
馬単票数 計 266428 的中 �� 2644（24番人気）
ワイド票数 計 419460 的中 �� 6584（17番人気）�� 13753（7番人気）�� 4599（20番人気）
3連複票数 計 742669 的中 ��� 4808（35番人気）
3連単票数 計 924728 的中 ��� 1064（186番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．4―11．9―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．6―46．5―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラマッチェリ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ケイムホーム デビュー 2018．9．15 阪神3着

2016．3．19生 牝3栗 母 ナムラケイオス 母母 ナムラキャサリン 7戦1勝 賞金 11，200，000円
〔制裁〕 エールベローチェ号の騎手川須栄彦は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）

ナムラマッチェリ号の騎手幸英明は，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：6番・10番）
メイショウクサブエ号の騎手�島良太は，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：10番）

〔その他〕 エールベローチェ号は，3コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エールベローチェ号・タガノダンシング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元

年7月29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 メイショウカササギ号

19004 6月29日 曇 稍重 （1中京3） 第1日 第4競走 ��3，300�障害3歳以上オープン
発走11時35分 （ 芝 ）

負担重量は，3歳58�4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3：34．3稍重

33 メドウラーク 牡8鹿 60 北沢 伸也吉田 勝己氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 508－ 23：38．5 4．9�
11 マイネルアトゥー 牡6青鹿60 小坂 忠士 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 462－ 23：38．92� 11．9�
44 ノワールギャルソン 牡7黒鹿61 江田 勇亮ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 小島牧場 454＋ 8 〃 クビ 5．5�
77 ローレルヴィクター 牡5鹿 60 森 一馬 �ローレルレーシング 羽月 友彦 新冠 石田牧場 462－123：39．64 14．3�
22 カレンバッドボーイ 牡9鹿 60 平沢 健治鈴木 隆司氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 490＋ 83：40．34 13．4�
55 マイネルクロップ 牡9芦 61 石神 深一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか グランド牧場 518＋ 23：40．83 2．8	
66 クリノキングムーン 牡8黒鹿61 佐久間寛志栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 浦河小林牧場 436－103：40．9� 136．4

78 テンザワールド 牡5栗 60 西谷 誠天白 泰司氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 430－ 43：41．85 3．8�
89 � シゲルノマオイ 牡7栗 60 中村 将之森中 蕃氏 粕谷 昌央 浦河 中村 雅明 478＋ 43：45．5大差 90．9�
810 エリーフェアリー 牝8鹿 58 大江原 圭谷川 正純氏 天間 昭一 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 500± 03：46．45 139．0
（10頭）

売 得 金
単勝： 19，530，500円 複勝： 21，652，000円 枠連： 7，350，600円
馬連： 29，586，100円 馬単： 20，130，800円 ワイド： 23，515，100円
3連複： 47，181，600円 3連単： 77，095，500円 計： 246，042，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 190円 � 250円 � 200円 枠 連（1－3） 2，870円

馬 連 �� 2，770円 馬 単 �� 5，140円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 570円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 5，250円 3 連 単 ��� 29，240円

票 数

単勝票数 計 195305 的中 � 31850（3番人気）
複勝票数 計 216520 的中 � 30682（3番人気）� 20842（5番人気）� 28503（4番人気）
枠連票数 計 73506 的中 （1－3） 1980（12番人気）
馬連票数 計 295861 的中 �� 8276（12番人気）
馬単票数 計 201308 的中 �� 2933（23番人気）
ワイド票数 計 235151 的中 �� 5807（13番人気）�� 10947（6番人気）�� 5482（16番人気）
3連複票数 計 471816 的中 ��� 6729（21番人気）
3連単票数 計 770955 的中 ��� 1911（116番人気）
上り 1マイル 1：43．6 4F 50．4－3F 38．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メドウラーク �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．2．8 京都2着

2011．4．5生 牡8鹿 母 ア ゲ ヒ バ リ 母母 トゥザヴィクトリー 障害：4戦2勝 賞金 25，800，000円



19005 6月29日 曇 稍重 （1中京3） 第1日 第5競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時25分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．2
1：32．3

良
良

77 ラインベック 牡2黒鹿54 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 462 ―1：39．2 1．5�

88 ア ー ジ オ ン 牝2鹿 54 M．デムーロ �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 392 ―1：39．41� 4．5�
89 フ ァ ル ー ク 牡2栗 54 松山 弘平林 正道氏 池添 兼雄 新ひだか 服部 牧場 454 ― 〃 クビ 6．1�
44 メルテッドハニー 牝2黒鹿 54

51 ▲岩田 望来田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 村田牧場 394 ―1：40．25 78．3�
33 スズカデレヤ 牡2青鹿54 幸 英明永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 辻 牧場 480 ―1：40．51� 49．4	
55 フィロロッソ 牡2鹿 54

51 ▲斎藤 新 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 460 ―1：40．6� 8．3

11 タガノキトピロ 牡2栗 54 川須 栄彦八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 454 ― 〃 クビ 68．8�
66 シゲルタイヨウ 牡2黒鹿54 和田 竜二森中 蕃氏 千田 輝彦 浦河 アイオイファーム 460 ―1：40．81� 36．4�
22 フォギーショコラ 牡2鹿 54 水口 優也田頭 勇貴氏 的場 均 新ひだか 小倉 光博 444 ―1：41．01� 194．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 52，252，000円 複勝： 92，506，300円 枠連： 8，589，100円
馬連： 47，069，200円 馬単： 37，375，600円 ワイド： 33，042，400円
3連複： 59，561，000円 3連単： 149，381，100円 計： 479，776，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連（7－8） 160円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 420円

ワ イ ド �� 160円 �� 150円 �� 270円

3 連 複 ��� 380円 3 連 単 ��� 960円

票 数

単勝票数 計 522520 的中 � 266360（1番人気）
複勝票数 計 925063 的中 � 669573（1番人気）� 78737（2番人気）� 60770（3番人気）
枠連票数 計 85891 的中 （7－8） 39734（1番人気）
馬連票数 計 470692 的中 �� 121026（1番人気）
馬単票数 計 373756 的中 �� 65807（1番人気）
ワイド票数 計 330424 的中 �� 57045（2番人気）�� 63172（1番人気）�� 23881（4番人気）
3連複票数 計 595610 的中 ��� 117190（1番人気）
3連単票数 計1493811 的中 ��� 112483（1番人気）

ハロンタイム 13．5―12．9―12．6―13．1―13．1―12．1―10．7―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．5―26．4―39．0―52．1―1：05．2―1：17．3―1：28．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F34．0

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

勝馬の
紹 介

ラインベック �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2017．4．5生 牡2黒鹿 母 ア パ パ ネ 母母 ソルティビッド 1戦1勝 賞金 7，000，000円

19006 6月29日 曇 重 （1中京3） 第1日 第6競走 ��
��1，400�3歳未勝利

発走12時55分 （ダート・左）
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

48 グランドビクトリー 牡3栗 56 和田 竜二田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B484± 01：23．8 2．7�
23 ワンダークラッシー 牡3鹿 56 川須 栄彦山本 能成氏 羽月 友彦 浦河 高昭牧場 B448－ 61：24．22� 13．7�
12 セデックカズマ 牡3黒鹿56 M．デムーロ 合同会社雅苑興業 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 472－ 61：24．73 7．3�
714 フォリオール 牡3栗 56 川田 将雅程田 真司氏 杉山 晴紀 新冠 松浦牧場 B524－ 6 〃 クビ 3．1�
59 グレーフィンソニア 牝3黒鹿54 幸 英明村上 稔氏 本田 優 新ひだか 土田農場 462± 01：25．55 23．6�
36 グローバルステップ 牡3青鹿56 浜中 俊吉澤 克己氏 橋口 慎介 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 472± 01：25．6� 64．4�
24 ジャングリオン 牡3鹿 56 酒井 学幅田 昌伸氏 西園 正都 平取 船越 伸也 484－ 41：25．7� 5．3	
713 ナリタエストレジャ 牡3栗 56

53 ▲岩田 望来
オースミ 木原 一良 千歳 社台ファーム B394－ 81：25．8クビ 60．8�
35 ブルベアコローレ 牡3鹿 56

55 ☆森 裕太朗 
ブルアンドベア 藤沢 則雄 新冠 的場牧場 486± 01：26．01� 205．2�
612	 ヴィエントフレスコ 牡3鹿 56

53 ▲斎藤 新前田 幸治氏 中竹 和也 米
Southern Chase
Farm, Inc., Karen
Dodd & Greg Dodd

474－ 61：26．53 33．5
47 オグリクロノス 牡3芦 56 森 一馬 DMMドリームクラブ
 松永 昌博 新冠 ヤマタケ牧場 448± 01：26．92� 162．2�
611 オスティリオ 牡3栗 56 太宰 啓介 �社台レースホース奥村 豊 安平 追分ファーム 490－ 41：27．11 74．3�
510 ト リ ッ ク 牡3鹿 56 藤懸 貴志石川 達絵氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 508＋121：27．31
 73．5�
816 キタサンハイドン 牡3黒鹿56 松山 弘平�大野商事 清水 久詞 千歳 社台ファーム 508± 01：27．62 43．2�
815 ハイワールド 牡3栗 56 小崎 綾也服部 新平氏 小崎 憲 新ひだか へいはた牧場 410－ 3 〃 クビ 374．1�
11 マーストグロス 牡3鹿 56 高倉 稜岡田甲子男氏 清水 久詞 新ひだか 猪野毛牧場 520 ―1：27．92 164．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，145，300円 複勝： 48，855，500円 枠連： 12，694，100円
馬連： 53，247，000円 馬単： 25，870，900円 ワイド： 44，246，700円
3連複： 79，263，600円 3連単： 98，227，500円 計： 393，550，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 310円 � 210円 枠 連（2－4） 500円

馬 連 �� 1，880円 馬 単 �� 2，980円

ワ イ ド �� 730円 �� 510円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 4，220円 3 連 単 ��� 18，490円

票 数

単勝票数 計 311453 的中 � 90754（1番人気）
複勝票数 計 488555 的中 � 129163（1番人気）� 31475（5番人気）� 55205（4番人気）
枠連票数 計 126941 的中 （2－4） 19293（2番人気）
馬連票数 計 532470 的中 �� 21852（6番人気）
馬単票数 計 258709 的中 �� 6509（10番人気）
ワイド票数 計 442467 的中 �� 15599（6番人気）�� 23336（4番人気）�� 7397（13番人気）
3連複票数 計 792636 的中 ��� 14067（11番人気）
3連単票数 計 982275 的中 ��� 3851（47番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．0―46．9―58．8―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランドビクトリー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．8．19 小倉4着

2016．2．27生 牡3栗 母 プリンセスネージュ 母母 クールネージュ 7戦1勝 賞金 11，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マーストグロス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月29日まで平地競

走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 オグリクロノス号・オスティリオ号・ハイワールド号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月

29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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 スズカシニック号・ニードルズアイ号・バニュルス号
（非抽選馬） 2頭 フィアボルグ号・メイショウヤソキチ号



19007 6月29日 曇 稍重 （1中京3） 第1日 第7競走 ��2，200�3歳未勝利
発走13時25分 （芝・左）

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
2：09．7

良
良

45 シャイニングデイズ 牡3鹿 56 川田 将雅杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 B470－ 62：16．6 2．5�
710 ボ ン ベ ー ル 牡3鹿 56 浜中 俊木部 厳生氏 荒川 義之 日高 木部ファーム 454－ 22：16．7� 8．0�
812 ホウオウアクセル 牡3栗 56 和田 竜二小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 444＋ 42：17．12� 5．9�
813 テ メ ノ ス 牝3栗 54 幸 英明�G1レーシング 松下 武士 安平 追分ファーム 472± 02：17．2クビ 3．5�
57 ゲンティアナ 牝3鹿 54

52 △西村 淳也吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 418－ 22：17．3� 18．2�
711 シングインザレイン 牡3鹿 56 福永 祐一丸山 担氏 友道 康夫 浦河 伏木田牧場 418－102：17．51� 11．0	
56 マテラブレス 牡3栗 56 松若 風馬大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 村下 明博 480－ 82：17．6� 80．3

33 ゴ ー ス ト �3芦 56 松山 弘平西村 健氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 492－262：17．7クビ 10．5�
44 ペプチドアスカ �3栗 56 佐久間寛志沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 390－202：17．91� 161．9�
69 アスターブリザード 牡3鹿 56 高田 潤加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 ガーベラパー

クスタツド 478± 0 〃 クビ 269．3
68 シゲルトラメイシ 牝3鹿 54

51 ▲岩田 望来森中 蕃氏 千田 輝彦 新冠 ラツキー牧場 440＋ 42：18．21� 122．0�
11 ディーズマヌーバー 牝3芦 54

51 ▲三津谷隼人秋谷 壽之氏 	島 一歩 新冠 オリエント牧場 B456－ 42：19．05 69．0�
22 レイザーズエッジ 牝3栗 54

51 ▲斎藤 新 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松田 国英 浦河 辻 牧場 B476＋ 22：19．85 152．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，600，700円 複勝： 41，388，400円 枠連： 14，263，800円
馬連： 58，957，100円 馬単： 27，917，400円 ワイド： 39，190，000円
3連複： 76，975，300円 3連単： 104，196，900円 計： 393，489，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 200円 � 160円 枠 連（4－7） 580円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 370円 �� 260円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，510円 3 連 単 ��� 6，110円

票 数

単勝票数 計 306007 的中 � 94498（1番人気）
複勝票数 計 413884 的中 � 103199（1番人気）� 44035（4番人気）� 64018（3番人気）
枠連票数 計 142638 的中 （4－7） 18992（3番人気）
馬連票数 計 589571 的中 �� 52326（3番人気）
馬単票数 計 279174 的中 �� 13678（4番人気）
ワイド票数 計 391900 的中 �� 26339（4番人気）�� 43138（2番人気）�� 15902（7番人気）
3連複票数 計 769753 的中 ��� 38013（4番人気）
3連単票数 計1041969 的中 ��� 12361（11番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．1―14．1―13．3―12．9―12．9―12．3―11．5―11．4―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―24．0―36．1―50．2―1：03．5―1：16．4―1：29．3―1：41．6―1：53．1―2：04．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F35．0
1
3
10，11－8（5，13）2，12，7，3，6，9，1，4・（10，11）13，5（12，6）8（7，9）（2，3）4－1

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

勝馬の
紹 介

シャイニングデイズ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Rahy デビュー 2018．7．15 中京5着

2016．4．2生 牡3鹿 母 シャイニングエナジー 母母 Miss Universal 9戦1勝 賞金 10，300，000円
〔発走状況〕 ペプチドアスカ号は，枠入り不良。

ペプチドアスカ号は，発進不良〔出遅れ〕。

19008 6月29日 曇 重 （1中京3） 第1日 第8競走 ��
��1，800�3歳以上1勝クラス

発走13時55分 （500万円以下） （ダート・左）
負担重量は，3歳54�4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

12 バーンスター 牡3鹿 54 藤井勘一郎�ノースヒルズ 谷 潔 浦河 中村 雅明 480－ 21：52．2 20．3�
815 メイショウラッシュ 牝3鹿 52 浜中 俊松本 好�氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 462－121：52．41� 10．1�
23 カ リ ン カ 牝4黒鹿 55

52 ▲斎藤 新寺田 寿男氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 436＋ 6 〃 クビ 13．2�
48 ア ラ ウ ン 牡4鹿 57

54 ▲服部 寿希一村 哲也氏 森 秀行 日高 高山牧場 496－ 31：52．71	 222．0�
35 クレッセントムーン 牡3栗 54 川田 将雅 	シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 482＋ 4 〃 アタマ 1．9

24 タマモアポローン 牡3黒鹿 54

53 ☆川又 賢治タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 490± 01：52．8
 16．2�
714 ネクストムーブ 牡6栗 57 福永 祐一林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 桜井牧場 514＋ 41：52．9クビ 9．5�
612 グトルフォス 牡3鹿 54 松山 弘平林 正道氏 浅見 秀一 日高 ヤナガワ牧場 508－ 61：53．0	 5．3
59 � ヴィーヴァマーレ 牡4青 57 川須 栄彦芹澤 精一氏 作田 誠二 新ひだか 原口牧場 470± 0 〃 ハナ 17．4�
47 ハギノフロンティア 牡4栗 57 熊沢 重文日隈 良江氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 506－141：53．1クビ 201．6�
510 ミラクルユニバンス 牡6栗 57 小崎 綾也亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 440－ 71：53．63 321．3�
816 メイショウオオタカ 牡3鹿 54 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 ヤナガワ牧場 476± 01：54．02	 23．9�
713 アシャカリアン 牡5栗 57 中谷 雄太吉冨 学氏 大根田裕之 日高 豊洋牧場 482－ 61：54．1クビ 43．5�
36 ミスターウインディ 牡6黒鹿57 小牧 太阿部東亜子氏 服部 利之 えりも 能登 浩 514＋241：55．16 198．9�
611 レオビヨンド 牡3鹿 54

52 △西村 淳也�レオ 高柳 大輔 浦河 中島牧場 462－ 6 〃 クビ 96．0�
11 � ヴェールレガロ 牡4栗 57 太宰 啓介水谷 昌晃氏 西橋 豊治 新ひだか 岡田牧場 504＋ 81：55．84 134．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，963，400円 複勝： 61，555，900円 枠連： 18，958，100円
馬連： 72，954，000円 馬単： 35，834，100円 ワイド： 55，354，700円
3連複： 107，000，900円 3連単： 139，536，300円 計： 530，157，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，030円 複 勝 � 720円 � 340円 � 400円 枠 連（1－8） 6，330円

馬 連 �� 9，000円 馬 単 �� 20，830円

ワ イ ド �� 2，820円 �� 3，690円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 42，170円 3 連 単 ��� 273，410円

票 数

単勝票数 計 389634 的中 � 15322（8番人気）
複勝票数 計 615559 的中 � 20664（9番人気）� 50336（4番人気）� 41564（5番人気）
枠連票数 計 189581 的中 （1－8） 2319（19番人気）
馬連票数 計 729540 的中 �� 6282（26番人気）
馬単票数 計 358341 的中 �� 1290（55番人気）
ワイド票数 計 553547 的中 �� 5035（31番人気）�� 3825（35番人気）�� 9349（18番人気）
3連複票数 計1070009 的中 ��� 1903（98番人気）
3連単票数 計1395363 的中 ��� 370（600番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―37．6―50．0―1：02．2―1：14．5―1：27．1―1：39．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．7
1
3
1（3，8）5，15，7（11，12）（2，13，16）（9，4，14）－10－6・（1，8）（3，15）12（5，16）7（11，13，14）2（9，4）（10，6）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バーンスター �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Sinndar デビュー 2018．9．29 阪神8着

2016．4．16生 牡3鹿 母 ヒ シ ア ニ マ 母母 Anima 7戦2勝 賞金 13，250，000円
〔発走状況〕 ミスターウインディ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 クリノカポネ号・プチティラン号
（非抽選馬） 1頭 キングサムソン号



19009 6月29日 曇 稍重 （1中京3） 第1日 第9競走 ��
��1，600�

ご ざ い し ょ

御 在 所 特 別
発走14時25分 （芝・左）
3歳以上，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，3歳54�4歳以上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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：30．5

良
良

44 ブレイニーラン 牡4鹿 57 福永 祐一 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：34．0 4．3�
66 ナンヨープランタン 牡4黒鹿57 M．デムーロ中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 454－ 6 〃 ハナ 9．2�
22 ミッキーバディーラ 牝3鹿 52 松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 新ひだか 千代田牧場 460± 0 〃 ハナ 3．6�
11 カイザーミノル 牡3鹿 54 松山 弘平吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 458＋101：34．21� 16．2�
89 シ ュ リ 牡3黒鹿54 川田 将雅前田 幸貴氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 504＋14 〃 アタマ 2．9�
55 エスペランサリュウ 牡6鹿 57 国分 優作江上 幸	氏 西橋 豊治 日高 中館牧場 478－ 41：34．51	 190．1

77 ダイシンカレラ 牡7黒鹿57 酒井 学大八木信行氏 庄野 靖志 日高 中原牧場 484－ 21：34．92� 50．0�
33 ダノンテイオー 牡3黒鹿54 和田 竜二�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 460± 01：35．0� 6．1
88 ダイシンクイント 牡5黒鹿57 幸 英明大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 484－ 61：35．1� 20．3�

（9頭）

売 得 金
単勝： 47，189，200円 複勝： 55，281，900円 枠連： 15，679，400円
馬連： 77，143，800円 馬単： 38，555，600円 ワイド： 49，009，400円
3連複： 90，935，400円 3連単： 165，935，600円 計： 539，730，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 140円 � 190円 � 130円 枠 連（4－6） 1，740円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 2，830円

ワ イ ド �� 490円 �� 290円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，770円 3 連 単 ��� 10，570円

票 数

単勝票数 計 471892 的中 � 85919（3番人気）
複勝票数 計 552819 的中 � 108167（2番人気）� 63276（5番人気）� 119908（1番人気）
枠連票数 計 156794 的中 （4－6） 6970（9番人気）
馬連票数 計 771438 的中 �� 35456（8番人気）
馬単票数 計 385556 的中 �� 10188（14番人気）
ワイド票数 計 490094 的中 �� 24197（8番人気）�� 47632（3番人気）�� 23992（9番人気）
3連複票数 計 909354 的中 ��� 38434（7番人気）
3連単票数 計1659356 的中 ��� 11378（37番人気）

ハロンタイム 13．1―11．6―11．5―11．6―11．7―11．3―11．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―24．7―36．2―47．8―59．5―1：10．8―1：21．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

ブレイニーラン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Singspiel デビュー 2017．10．21 京都3着

2015．3．6生 牡4鹿 母 プチノワール 母母 リッチアフェアー 13戦2勝 賞金 31，746，000円

19010 6月29日 曇 稍重 （1中京3） 第1日 第10競走 ��
��1，400�

ち た

知 多 特 別
発走15時00分 （芝・左）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳54�4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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

715 ミッキーブリランテ 牡3鹿 54 福永 祐一野田みづき氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 466＋ 41：20．3 1．9�
510 メモリーコロネット 牝4黒鹿55 松山 弘平�シンザンクラブ 大久保龍志 日高 下河辺牧場 444＋ 6 〃 ハナ 11．2�
48 ベストアクター �5芦 57 柴田 善臣 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 444± 01：20．51	 9．4�
714 ジョーアラビカ 牡5芦 57 松若 風馬上田けい子氏 清水 久詞 浦河 杵臼斉藤牧場 506－ 41：20．6クビ 22．9�
612 キラーコンテンツ 牡5鹿 57 川田 将雅 �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 476－10 〃 ハナ 12．9	
818 スイーズドリームス 牡5鹿 57 秋山真一郎大塚 亮一氏 須貝 尚介 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 510＋ 2 〃 クビ 12．8

36 ローゼンクリーガー 牝3青 52 和田 竜二藤田 孟司氏 高橋 亮 新ひだか 矢野牧場 462± 01：20．81
 20．1�
713 フェルトベルク 牝5鹿 55 西村 淳也加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 444± 01：20．9� 98．2�
12 メイショウツバキ 牝4黒鹿55 小牧 太松本 好氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 454± 01：21．0	 184．2�
59 コパノピエール 牡5鹿 57 幸 英明小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 B490＋ 21：21．1クビ 8．8�
11 キラービューティ 牝5栗 55 藤懸 貴志 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 472＋ 81：21．31
 98．2�
611 ウインハートビート 牡6栗 57 川又 賢治�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 498－ 6 〃 ハナ 239．9�
47 チャレアーダ 牝5鹿 55 中井 裕二ゴドルフィン 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476－ 2 〃 ハナ 71．0�
817 オーマイガイ 牡6栗 57 岡田 祥嗣廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 480± 01：21．51
 96．8�
816 コウエイダリア 牝5黒鹿55 森 裕太朗伊東 政清氏 山内 研二 日高 浜本牧場 506－ 2 〃 クビ 31．0�
24 バルコラベーロ 牡5栗 57 酒井 学 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 482± 01：21．71
 100．7�
35 メイショウモウコ 牡5栗 57 浜中 俊松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 488－ 41：22．01	 11．2�
23 カフジフェニックス 牡4芦 57 中谷 雄太加藤 守氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム B468＋ 81：22．32 255．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 61，722，400円 複勝： 95，372，800円 枠連： 39，217，400円
馬連： 143，165，800円 馬単： 57，525，300円 ワイド： 96，896，300円
3連複： 215，922，800円 3連単： 242，516，100円 計： 952，338，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 230円 � 210円 枠 連（5－7） 620円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 1，690円

ワ イ ド �� 540円 �� 510円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 3，510円 3 連 単 ��� 12，710円

票 数

単勝票数 計 617224 的中 � 249648（1番人気）
複勝票数 計 953728 的中 � 261437（1番人気）� 87709（4番人気）� 102785（2番人気）
枠連票数 計 392174 的中 （5－7） 48913（1番人気）
馬連票数 計1431658 的中 �� 90096（3番人気）
馬単票数 計 575253 的中 �� 25435（4番人気）
ワイド票数 計 968963 的中 �� 47214（5番人気）�� 50882（2番人気）�� 18405（14番人気）
3連複票数 計2159228 的中 ��� 46079（6番人気）
3連単票数 計2425161 的中 ��� 13830（19番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．1―11．5―11．2―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．0―45．5―56．7―1：08．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッキーブリランテ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Dansili デビュー 2018．11．25 京都2着

2016．2．9生 牡3鹿 母 エピックラヴ 母母 Leopard Hunt 6戦3勝 賞金 39，955，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



19011 6月29日 曇 重 （1中京3） 第1日 第11競走 ��
��1，800�

しらかわごう

白川郷ステークス
発走15時35分 （ダート・左）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），30．6．30以降1．6．23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 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 メイプルブラザー 牡5栗 56 森 裕太朗節 英司氏 山内 研二 新ひだか 本桐牧場 490± 01：50．3 31．5�
24 ドラゴンカップ 牡6鹿 56 M．デムーロ窪田 芳郎氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム B456－ 4 〃 クビ 5．6�
713 フォースライン 牡5黒鹿54 福永 祐一吉田 勝己氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 514± 01：50．51� 6．9�
12 パキュートハート 牡4鹿 54 太宰 啓介中野 和子氏 石橋 守 むかわ 桑原牧場 524± 01：50．6� 5．1�
59 メイショウワザシ 牡4栗 55 西村 淳也松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 532± 01：50．91� 6．1�
815 キーグラウンド 牡5鹿 56 藤懸 貴志北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 B488－ 21：51．21� 73．9�
23 ノ ー ウ ェ イ 牡4鹿 54 秋山真一郎宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 488＋141：51．41	 30．8	
47 デザートスネーク 
5鹿 56 幸 英明石瀬 浩三氏 武井 亮 日高 出口牧場 486－ 41：51．5� 7．6

510 ナンヨープルートー 牡5鹿 55 酒井 学中村 德也氏 松永 幹夫 新ひだか 桜井牧場 514± 0 〃 クビ 22．6�
816 ウェルカムゴールド 牡4栗 55 川田 将雅 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 540＋101：51．6クビ 3．9
48 ウインユニファイド 牡7黒鹿55 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 B520－10 〃 クビ 138．1�
612 エンクエントロス 牡7鹿 54 川又 賢治山口 裕介氏 黒岩 陽一 新冠 対馬 正 B496－ 4 〃 アタマ 84．1�
35 ミスズフリオーソ 牡4栗 54 藤井勘一郎永井 啓弍氏 木原 一良 日高 前野牧場 492＋ 41：51．91� 36．1�
36 メイショウマトイ 牡5鹿 54 高倉 稜松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 490＋ 41：52．0� 85．1�
611 マイネルビクトリー 牡6鹿 54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか 見上牧場 490－ 21：52．31� 178．8�
714 マルカウォーレン 牡7黒鹿54 川須 栄彦日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B510± 01：53．89 169．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 86，766，000円 複勝： 135，723，000円 枠連： 53，633，700円
馬連： 260，490，100円 馬単： 95，635，500円 ワイド： 154，516，600円
3連複： 407，426，100円 3連単： 499，759，000円 計： 1，693，950，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，150円 複 勝 � 790円 � 230円 � 240円 枠 連（1－2） 1，340円

馬 連 �� 14，530円 馬 単 �� 32，120円

ワ イ ド �� 3，030円 �� 2，590円 �� 780円

3 連 複 ��� 24，660円 3 連 単 ��� 258，980円

票 数

単勝票数 計 867660 的中 � 22035（9番人気）
複勝票数 計1357230 的中 � 36898（10番人気）� 174324（5番人気）� 156122（6番人気）
枠連票数 計 536337 的中 （1－2） 30925（6番人気）
馬連票数 計2604901 的中 �� 13887（39番人気）
馬単票数 計 956355 的中 �� 2233（81番人気）
ワイド票数 計1545166 的中 �� 12769（35番人気）�� 15043（28番人気）�� 53643（13番人気）
3連複票数 計4074261 的中 ��� 12391（77番人気）
3連単票数 計4997590 的中 ��� 1399（627番人気）

ハロンタイム 12．5―10．5―12．6―13．0―12．4―12．2―12．0―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．0―35．6―48．6―1：01．0―1：13．2―1：25．2―1：37．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F37．1
1
3

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

勝馬の
紹 介

メイプルブラザー �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2016．9．4 小倉14着

2014．3．20生 牡5栗 母 メイプルウィリング 母母 ラブファイター 26戦5勝 賞金 96，818，000円
〔制裁〕 メイプルブラザー号の騎手森裕太朗は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 サイドチェンジ号

19012 6月29日 曇 稍重 （1中京3） 第1日 第12競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走16時15分 （芝・左）（500万円以下）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

611 ホッコーシェルビー 牡3黒鹿 54
51 ▲岩田 望来北幸商事� 西浦 勝一 日高 川端 正博 498＋ 81：09．1 12．7�

47 ファンタジステラ 牡5鹿 57 松若 風馬 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 442＋161：09．2� 9．1�
23 エイシンゾーン 牝3鹿 52 M．デムーロ�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 426－ 4 〃 アタマ 2．4�
815 クルークヴァール 牡4鹿 57 松山 弘平林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 468± 01：09．3クビ 18．3�
34 アリエスムーン 牝8青鹿 55

53 △西村 淳也橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 452＋101：09．51 38．0�
46 � スズカユース 牝3栗 52

49 ▲服部 寿希永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 450＋ 2 〃 クビ 20．7	
11 タガノカルラ 牡3鹿 54 太宰 啓介八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 436＋ 61：09．6� 11．7

713 スーサンドン 牡4鹿 57 	島 良太林 千枝子氏 安田 翔伍 浦河 浦河日成牧場 478－181：09．7� 78．4�
22 レ ナ ー タ 牝4黒鹿 55

54 ☆川又 賢治村上 卓史氏 小崎 憲 日高 オリオンファーム 444± 0 〃 クビ 26．5�
59 グッドレイズ 牡3栗 54 幸 英明杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 480－ 6 〃 クビ 3．8
712 クロムウェル 牡3栗 54 水口 優也�ミルファーム 加藤 和宏 新冠 アサヒ牧場 426± 01：09．91
 73．1�
35 キスミーワンス 牝5黒鹿55 浜中 俊吉田 千津氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 462＋14 〃 クビ 13．8�
610 ミッキーマラン 牡4芦 57 酒井 学三木 久史氏 長谷川浩大 浦河 宮内牧場 470－ 61：10．0� 85．1�
58 � ホウオウサンドラ 牝4栗 55

52 ▲斎藤 新小笹 芳央氏 宮 徹 日高 森永牧場 448－ 61：10．21
 61．7�
814 ショウナンタクト 牡4黒鹿57 川須 栄彦�湘南 梅田 智之 熊本 本田 土寿 490＋201：10．52 53．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 62，352，900円 複勝： 67，862，700円 枠連： 26，856，300円
馬連： 116，948，500円 馬単： 51，212，800円 ワイド： 80，981，400円
3連複： 172，866，800円 3連単： 227，258，200円 計： 806，339，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，270円 複 勝 � 330円 � 270円 � 150円 枠 連（4－6） 3，500円

馬 連 �� 4，940円 馬 単 �� 11，350円

ワ イ ド �� 1，730円 �� 630円 �� 570円

3 連 複 ��� 5，300円 3 連 単 ��� 45，670円

票 数

単勝票数 計 623529 的中 � 39055（5番人気）
複勝票数 計 678627 的中 � 45469（6番人気）� 58147（4番人気）� 147138（2番人気）
枠連票数 計 268563 的中 （4－6） 5944（17番人気）
馬連票数 計1169485 的中 �� 18345（18番人気）
馬単票数 計 512128 的中 �� 3384（41番人気）
ワイド票数 計 809814 的中 �� 11297（22番人気）�� 33845（6番人気）�� 37805（3番人気）
3連複票数 計1728668 的中 ��� 24440（16番人気）
3連単票数 計2272582 的中 ��� 3607（143番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．6―11．8―10．9―11．8

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホッコーシェルビー �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 アグネスフライト デビュー 2018．9．22 阪神10着

2016．4．13生 牡3黒鹿 母 ホッコーマスタング 母母 ホッコーメモリー 5戦2勝 賞金 13，220，000円
〔発走状況〕 ショウナンタクト号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔制裁〕 ファンタジステラ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：5番）
〔調教再審査〕 ショウナンタクト号は，発走調教再審査。
※スズカユース号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（1中京3）第1日 6月29日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重
重

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

203，800，000円
14，380，000円
1，400，000円
22，490，000円
68，115，000円
5，738，800円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
508，280，900円
781，111，100円
234，217，300円
989，443，300円
463，810，300円
686，119，900円
1，464，361，200円
1，975，886，400円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，103，230，400円

総入場人員 12，179名 （有料入場人員 10，807名）
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