
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

02001 1月19日 晴 良 （31中京1）第1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

35 ティボリドライヴ 牝3栗 54
51 ▲西村 淳也松岡 隆雄氏 田所 秀孝 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 480± 01：57．1 5．2�
58 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－ 8 〃 クビ 4．5�
46 アポロモーリアン 牝3鹿 54

52 △横山 武史アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 454＋ 21：57．73� 18．8�

47 プリカジュール 牝3鹿 54 �島 克駿�ノースヒルズ 寺島 良 新冠 株式会社
ノースヒルズ 506± 01：58．55 3．7�

11 ヤンチャヒメ 牝3鹿 54 小崎 綾也ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：58．6� 7．5�
22 エンゼルサンライズ 牝3鹿 54 菱田 裕二松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 栄進牧場 430± 01：58．81 83．4	
34 ロ ズ 牝3鹿 54 松若 風馬 �ローレルレーシング 坂口 正則 新ひだか 田中 春美 B438± 01：59．12 10．6

611 ビ ケ ッ ト 牝3鹿 54

52 △富田 暁小林竜太郎氏 高柳 大輔 新冠 須崎牧場 424－ 21：59．31� 5．9�
59 リトルフォレスト 牝3鹿 54 古川 吉洋小林 善一氏 武 英智 千歳 社台ファーム 478＋ 21：59．4� 90．0�
610 ペイシャラメント 牝3鹿 54 丸田 恭介北所 直人氏 蛯名 利弘 浦河 杵臼斉藤牧場 418－101：59．5� 53．5
814 ソレイケヤッコ 牝3栗 54 津村 明秀森 保彦氏 奥平 雅士 新ひだか 岡田スタツド 496－ 21：59．6� 28．4�
815 シゲルリシアキセキ 牝3黒鹿 54

52 △森 裕太朗森中 蕃氏 和田 雄二 浦河 中村 雅明 456－ 41：59．7クビ 123．1�
713 パーフェクトワン 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也由井健太郎氏 古賀 慎明 洞	湖 レイクヴィラファーム 440－162：00．02 66．3�
23 キシュウソレイユ 牝3鹿 54

53 ☆川又 賢治木村 昌三氏 本間 忍 新冠 タニグチ牧場 454－10 〃 アタマ 168．6�
712 エルデリュミエール 牝3栗 54 中井 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 468－ 82：00．31� 77．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 13，284，400円 複勝： 24，242，400円 枠連： 8，098，000円
馬連： 31，808，900円 馬単： 15，602，900円 ワイド： 25，191，900円
3連複： 48，234，500円 3連単： 52，181，600円 計： 218，644，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 190円 � 210円 � 490円 枠 連（3－5） 830円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，400円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 7，730円 3 連 単 ��� 27，230円

票 数

単勝票数 計 132844 的中 � 20363（3番人気）
複勝票数 計 242424 的中 � 36758（2番人気）� 31917（4番人気）� 10468（7番人気）
枠連票数 計 80980 的中 （3－5） 7540（3番人気）
馬連票数 計 318089 的中 �� 23446（4番人気）
馬単票数 計 156029 的中 �� 5796（5番人気）
ワイド票数 計 251919 的中 �� 15195（3番人気）�� 4448（18番人気）�� 3564（20番人気）
3連複票数 計 482345 的中 ��� 4678（27番人気）
3連単票数 計 521816 的中 ��� 1389（97番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．4―39．3―53．0―1：05．7―1：18．4―1：31．4―1：44．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．7
1
3
・（5，6）11（2，7）（3，10，12）（1，13，14）（9，15）（4，8）
8（5，6）（2，7，11，14）10（3，12，9）（1，13）－4，15

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

勝馬の
紹 介

ティボリドライヴ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 サンライズペガサス デビュー 2018．12．1 阪神9着

2016．5．19生 牝3栗 母 ティボリペガサス 母母 ティボリサンライズ 3戦1勝 賞金 5，000，000円

02002 1月19日 晴 良 （31中京1）第1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）

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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

48 コパノカーリング 牡3鹿 56
54 △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 460＋ 21：27．5 10．6�
713 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 478－ 41：27．6� 5．8�
612 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－ 4 〃 ハナ 14．5�

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 474＋ 8 〃 アタマ 17．0�
23 ショーヒデキラ 牡3鹿 56

54 △横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 日進牧場 478± 01：27．81� 5．0�
510 グッドヴィジョン 牝3栗 54

52 △富田 暁 IHR 佐々木晶三 新ひだか 仲野牧場 506－ 21：28．11� 4．0	
816 ル ル ド 牡3鹿 56 �島 克駿 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 杉山 晴紀 新ひだか タガミファーム 428± 01：28．42 5．2

11 ク レ イ ヴ 牡3黒鹿56 松若 風馬水上 行雄氏 牧浦 充徳 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500－ 21：28．5クビ 13．0�
35 トミケンルーア �3鹿 56 長岡 禎仁冨樫 賢二氏 竹内 正洋 浦河 成隆牧場 450－ 4 〃 クビ 15．2�
24 ルンルンクオリティ 牝3黒鹿54 城戸 義政髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 486－101：28．71� 32．9�
611 ゲンパチファインド 牡3栗 56

53 ▲木幡 育也平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 下屋敷牧場 B478＋ 4 〃 アタマ 200．6�
12 クリノカリビアン 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 428＋ 21：29．12� 220．2�
714 テイエムムーンダン 牡3黒鹿56 中井 裕二竹園 正繼氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 460 ― 〃 アタマ 169．6�
815 メイクアノイズ 牝3鹿 54 原田 和真高橋ファーム 林 徹 新冠 ムラカミファーム 448－12 〃 ハナ 263．5�
47 メイケイペガトップ 牡3鹿 56 小崎 綾也名古屋競馬� 木原 一良 新ひだか 静内酒井牧場 462＋121：29．2� 87．7�
59 タイセイハーモニー 牝3鹿 54

53 ☆川又 賢治田中 成奉氏 栗田 徹 新ひだか 千代田牧場 440－ 21：29．3クビ 65．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，901，300円 複勝： 27，186，000円 枠連： 7，635，000円
馬連： 33，549，200円 馬単： 16，129，700円 ワイド： 26，900，700円
3連複： 50，128，600円 3連単： 50，650，500円 計： 229，081，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 390円 � 200円 � 370円 枠 連（4－7） 2，610円

馬 連 �� 2，540円 馬 単 �� 5，130円

ワ イ ド �� 820円 �� 1，290円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 7，770円 3 連 単 ��� 50，930円

票 数

単勝票数 計 169013 的中 � 12713（5番人気）
複勝票数 計 271860 的中 � 16466（8番人気）� 41874（2番人気）� 17867（7番人気）
枠連票数 計 76350 的中 （4－7） 2261（14番人気）
馬連票数 計 335492 的中 �� 10204（10番人気）
馬単票数 計 161297 的中 �� 2357（20番人気）
ワイド票数 計 269007 的中 �� 8634（9番人気）�� 5285（20番人気）�� 5472（17番人気）
3連複票数 計 501286 的中 ��� 4838（30番人気）
3連単票数 計 506505 的中 ��� 721（195番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．8―13．1―13．5―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．3―48．4―1：01．9―1：14．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F52．2―3F39．1
3 6，4，10（2，13）（9，15）1（3，16，14）8（12，11）5，7 4 6，4（10，13）－（2，9，15，14）（1，3，16）11（8，12）（5，7）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コパノカーリング �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 オペラハウス デビュー 2018．6．2 阪神6着

2016．3．8生 牡3鹿 母 センターアンジェロ 母母 サマーミストレス 7戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 サンライズハイアー号の騎手西村淳也は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について戒告。

第１回 中京競馬 第１日



02003 1月19日 晴 良 （31中京1）第1日 第3競走 ��
��1，200�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
1：10．0
1：08．7

重
重

12 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 466－ 41：13．5 1．7�
47 � トップソリスト 牝3鹿 54 �島 克駿�ノースヒルズ 中竹 和也 米 Orpendale, Chel-

ston & Wynatt 446± 01：14．13	 4．4�
815 ヒロノトウリョウ 牡3鹿 56

55 ☆義 英真小野 博郷氏 田所 秀孝 新冠 新冠伊藤牧場 B474－ 41：14．42 36．2�
23 シャインベスト 牝3鹿 54 柴山 雄一�加藤牧場 青木 孝文 日高 加藤牧場 430－ 61：14．72 48．0�
48 ダイリュウボーラー 牡3青鹿56 藤岡 康太大野 龍氏 橋口 慎介 新冠 樋渡 志尚 426＋16 〃 クビ 12．7	
612 キョウエイメサイア 牝3鹿 54 丸山 元気田中 晴夫氏 伊藤 伸一 日高 春木ファーム 440－141：14．8クビ 8．1

36 モズソノママ 牡3鹿 56 松若 風馬 �キャピタル・システム 音無 秀孝 浦河 高昭牧場 484－ 61：15．22	 7．1�
510 デュアリティ 牝3鹿 54 丸田 恭介中西 宏彰氏 高橋 義博 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 498＋ 2 〃 クビ 38．6�
59 ヒカルフラッシュ 牡3黒鹿56 長岡 禎仁安蒜 一修氏 柄崎 孝 浦河 栄進牧場 470－ 61：15．3クビ 144．5
713 タイムファクター 牡3栗 56

55 ☆川又 賢治高橋 文男氏 武藤 善則 様似 髙村 伸一 476－10 〃 クビ 102．8�
714 ケンブリッジウィズ 牝3栗 54

53 ☆井上 敏樹中西 宏彰氏 石栗 龍彦 浦河 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 414± 01：15．4クビ 406．7�

11 ケイツールフィヤ 牝3鹿 54
51 ▲木幡 育也楠本 勝美氏 大江原 哲 浦河 秋場牧場 446－161：15．5
 112．6�

816 エーティースイセイ 牡3栗 56
54 △富田 暁荒木 徹氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 450＋ 61：15．81
 213．2�

24 スミレヴィオレッタ 牝3黒鹿 54
51 ▲西村 淳也ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 モトスファーム 474－101：16．75 362．5�

611 オールドロマン 牝3芦 54 菱田 裕二�リーヴァ 松永 康利 新ひだか 藤沢牧場 434－121：17．65 99．1�
35 キリシマダイキチ 牡3黒鹿56 中谷 雄太土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 458－ 71：22．4大差 351．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，745，500円 複勝： 30，371，500円 枠連： 8，124，500円
馬連： 31，852，200円 馬単： 18，081，800円 ワイド： 25，185，600円
3連複： 44，592，800円 3連単： 66，055，600円 計： 248，009，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 480円 枠 連（1－4） 340円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 230円 �� 820円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 3，080円 3 連 単 ��� 6，580円

票 数

単勝票数 計 237455 的中 � 106821（1番人気）
複勝票数 計 303715 的中 � 116405（1番人気）� 53495（2番人気）� 8348（8番人気）
枠連票数 計 81245 的中 （1－4） 18413（1番人気）
馬連票数 計 318522 的中 �� 59688（1番人気）
馬単票数 計 180818 的中 �� 24062（1番人気）
ワイド票数 計 251856 的中 �� 33739（1番人気）�� 7135（9番人気）�� 4053（15番人気）
3連複票数 計 445928 的中 ��� 10840（9番人気）
3連単票数 計 660556 的中 ��� 7269（13番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―11．8―12．3―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．8―35．6―47．9―1：00．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イーサンパンサー �
�
父 スズカフェニックス �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2018．6．24 函館2着

2016．3．20生 牡3栗 母 レアシルウィア 母母 フミノアミューズ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オールドロマン号・キリシマダイキチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年

2月19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 ビザージュミニョン号・ヘリオシース号・メイショウフクイク号
（非抽選馬） 2頭 イデアノオモイ号・ライド号

02004 1月19日 晴 良 （31中京1）第1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

712 レッドライジェル �7鹿 60 五十嵐雄祐 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 440± 03：21．2 5．3�
46 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 478＋ 4 〃 ハナ 63．1�
69 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 484＋103：21．3� 64．7�
45 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 492－ 63：21．93� 8．7�
711 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 480＋20 〃 アタマ 3．8	
22 � キ ン グ リ オ 牡7鹿 60 西谷 誠窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 518＋ 23：22．53� 15．1

57 シゲルメジロザメ 牝6鹿 58 植野 貴也森中 蕃氏 高橋 康之 浦河 三好牧場 456＋ 23：22．71� 5．7�
34 ビレッジソング 牝8鹿 58 蓑島 靖典岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 いとう牧場 446＋ 8 〃 ハナ 88．6�
610 タイセイアプローズ 牡7鹿 60 平沢 健治田中 成奉氏 宮本 博 日高 ナカノファーム 502＋223：22．91� 5．4
33 サトノクロノス 牡5青鹿60 石神 深一 �サトミホースカンパニー 田中 博康 日高 シンボリ牧場 452＋ 43：23．11� 6．5�
813 ヒロノタイリク 牡4栗 59 難波 剛健高原 将浩氏 宮本 博 日高 下河辺牧場 504＋263：23．52� 34．9�
814� ダンスオーレ 牡7鹿 60 小野寺祐太吉田 喬氏 黒岩 陽一 新冠 新冠橋本牧場 470＋ 83：23．92� 139．4�
11 � フィールザサンダー 牡5鹿 60 江田 勇亮櫻井 正氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 458＋ 23：24．53� 46．0�
58 グッドトゥヒアー 牝4鹿 57 草野 太郎岡田 牧雄氏 清水 英克 新ひだか 山際 智 408＋ 23：25．45 85．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 13，041，600円 複勝： 15，303，800円 枠連： 7，412，800円
馬連： 21，442，700円 馬単： 11，281，400円 ワイド： 16，540，200円
3連複： 36，378，300円 3連単： 42，240，800円 計： 163，641，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 230円 � 1，650円 � 1，770円 枠 連（4－7） 920円

馬 連 �� 14，110円 馬 単 �� 20，680円

ワ イ ド �� 5，290円 �� 6，370円 �� 20，910円

3 連 複 ��� 197，700円 3 連 単 ��� 712，190円

票 数

単勝票数 計 130416 的中 � 19389（2番人気）
複勝票数 計 153038 的中 � 22240（3番人気）� 2144（10番人気）� 1997（13番人気）
枠連票数 計 74128 的中 （4－7） 6178（4番人気）
馬連票数 計 214427 的中 �� 1177（35番人気）
馬単票数 計 112814 的中 �� 409（56番人気）
ワイド票数 計 165402 的中 �� 811（43番人気）�� 672（50番人気）�� 203（84番人気）
3連複票数 計 363783 的中 ��� 138（257番人気）
3連単票数 計 422408 的中 ��� 43（1130番人気）
上り 1マイル 1：47．1 4F 52．8－3F 39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドライジェル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Selkirk デビュー 2014．11．9 東京2着

2012．2．12生 �7鹿 母 サ セ ッ テ ィ 母母 My Potters 障害：1戦1勝 賞金 7，800，000円
〔その他〕 ヒロノタイリク号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ヒロノタイリク号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成31年2月19日まで出走できない。
※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） 1頭 ホウオウカーニバル号
（非抽選馬） 4頭 シゲルアミメキリン号・バトルフガクオウ号・ピエナシニスター号・メイショウグンパイ号



02005 1月19日 晴 良 （31中京1）第1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400万円超過馬は
超過額300万円毎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

813 ノワールギャルソン 牡7黒鹿60 江田 勇亮ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 小島牧場 446± 03：38．5 2．5�
610 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 442－ 43：39．35 48．2�
814 カレンバッドボーイ 牡9鹿 60 高田 潤鈴木 隆司氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 490＋ 83：39．61� 13．7�
46 アドマイヤフォルム 牡6黒鹿62 北沢 伸也近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 500＋103：39．7� 11．2�
22 クロフネフリート 牡8鹿 60 草野 太郎平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 540＋ 23：39．91� 79．7�
69 ダンツキャンサー 牝8黒鹿60 小坂 忠士山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 490± 03：40．11� 7．9	
57 アズマタックン 牡6青鹿62 金子 光希東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 516＋ 83：40．41� 6．2

34 ミュートエアー 牡6黒鹿62 五十嵐雄祐岡田 壮史氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 83：40．61 10．3�
712 シゲルボブキャット 牡5栗 60 植野 貴也森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 三石川上牧場 470＋143：40．81� 25．7�
45 	 シンボリダルク 牝6青鹿58 小野寺祐太杉浦 和也氏 浅野洋一郎 日高 シンボリ牧場 482－ 43：41．01� 134．2
58 ニホンピロボーラー 牡6鹿 60 熊沢 重文小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 520＋ 63：41．95 33．2�
711 ツジスーパーサクラ 牝7芦 60 平沢 健治辻 俊夫氏 作田 誠二 新ひだか 岡田スタツド 488＋ 23：43．510 29．7�
11 ショウナンバローロ 牡4鹿 59 白浜 雄造国本 哲秀氏 西村 真幸 日高 シンボリ牧場 510＋123：51．6大差 7．8�
33 キャニオンロード 
6鹿 60 原田 和真 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 500＋14 （競走中止） 23．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，409，500円 複勝： 21，784，400円 枠連： 9，702，700円
馬連： 27，477，100円 馬単： 14，299，000円 ワイド： 22，163，800円
3連複： 47，996，400円 3連単： 56，461，900円 計： 215，294，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 920円 � 310円 枠 連（6－8） 880円

馬 連 �� 7，600円 馬 単 �� 12，580円

ワ イ ド �� 2，280円 �� 650円 �� 5，660円

3 連 複 ��� 23，420円 3 連 単 ��� 119，690円

票 数

単勝票数 計 154095 的中 � 48550（1番人気）
複勝票数 計 217844 的中 � 52237（1番人気）� 4587（12番人気）� 16334（7番人気）
枠連票数 計 97027 的中 （6－8） 8499（3番人気）
馬連票数 計 274771 的中 �� 2799（26番人気）
馬単票数 計 142990 的中 �� 852（48番人気）
ワイド票数 計 221638 的中 �� 2441（26番人気）�� 9284（4番人気）�� 966（60番人気）
3連複票数 計 479964 的中 ��� 1537（76番人気）
3連単票数 計 564619 的中 ��� 342（404番人気）
上り 1マイル 1：44．0 4F 51．3－3F 38．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ノワールギャルソン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2014．11．15 東京2着

2012．5．6生 牡7黒鹿 母 レッドアゲート 母母 セカンドチャンス 障害：5戦2勝 賞金 27，480，000円
〔競走中止〕 キャニオンロード号は，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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 キークラッカー号・ヒルノマゼラン号・マイブルーヘブン号・メイショウグジョウ号
（非抽選馬） 3頭 シゲルノマオイ号・マイネルヴォーダン号・マックスドリーム号

02006 1月19日 晴 良 （31中京1）第1日 第6競走 ��1，800�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 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

34 ダンツカホウ 牝4黒鹿 54
52 △森 裕太朗山元 哲二氏 山内 研二 日高 白井牧場 B498＋ 21：55．6 10．0�

69 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－ 21：55．7� 2．2�
33 メジャーマジック 牝4鹿 54

51 ▲西村 淳也 �社台レースホース橋口 慎介 千歳 社台ファーム 510＋ 81：56．23 2．8�
58 ナガラエンカ 牝5鹿 55

54 ☆川又 賢治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 452－ 61：56．3� 10．6�

11 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 434－10 〃 ハナ 39．3�

712 ロ ッ タ ラ ブ 牝5芦 55 菱田 裕二吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 478＋ 21：56．4� 27．7	
22 マイントラウム 牝4鹿 54 津村 明秀 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム 488＋ 61：56．82� 10．9

45 ミ ザ イ 牝5芦 55 中井 裕二ニッシンレーシング 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 496－ 4 〃 クビ 127．8�
610� クレスコエルザ 牝7鹿 55

53 △富田 暁堀川 三郎氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム B436－ 11：56．9� 256．4�
46 ラブユーミー 牝5鹿 55 中谷 雄太増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田牧場 504－ 61：57．0クビ 111．0
711� ナリタカピリナ 牝4鹿 54 	島 克駿�オースミ 松下 武士 新ひだか 岡田牧場 476± 01：57．21
 85．7�
814 サンマルミヤビ 牝4青鹿54 柴山 雄一相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 436＋ 2 〃 アタマ 144．6�
57 アドマイヤクィーン 牝4鹿 54 吉田 隼人近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 470＋ 61：57．51� 17．0�
813 クロフネプリンセス 牝4栗 54

53 ☆義 英真サイプレスホール
ディングス合同会社 高橋 康之 日高 下河辺牧場 426＋ 51：58．13� 78．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，801，900円 複勝： 27，513，100円 枠連： 9，146，700円
馬連： 34，630，100円 馬単： 19，205，300円 ワイド： 28，046，000円
3連複： 51，169，600円 3連単： 69，952，800円 計： 261，465，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 210円 � 110円 � 120円 枠 連（3－6） 250円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 380円 �� 420円 �� 160円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 6，910円

票 数

単勝票数 計 218019 的中 � 17364（3番人気）
複勝票数 計 275131 的中 � 21137（5番人気）� 86281（1番人気）� 64205（2番人気）
枠連票数 計 91467 的中 （3－6） 27450（1番人気）
馬連票数 計 346301 的中 �� 25847（2番人気）
馬単票数 計 192053 的中 �� 5968（6番人気）
ワイド票数 計 280460 的中 �� 16560（3番人気）�� 14423（7番人気）�� 54767（1番人気）
3連複票数 計 511696 的中 ��� 45188（2番人気）
3連単票数 計 699528 的中 ��� 7332（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．4―39．3―52．7―1：05．6―1：18．2―1：31．0―1：43．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダンツカホウ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．11．3 京都7着

2015．3．12生 牝4黒鹿 母 フ ェ リ ー ク 母母 ジェドゥーザムール 10戦2勝 賞金 13，250，000円
〔騎手変更〕 ラブユーミー号の騎手原田和真は，第5競走での落馬負傷のため中谷雄太に変更。



02007 1月19日 晴 良 （31中京1）第1日 第7競走 ��2，000�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
1：58．3
1：56．1

良
良

47 シ フ ル マ ン 牡3芦 56 吉田 隼人�G1レーシング 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 504＋ 22：02．4 2．9�
35 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 486－ 62：02．61� 5．7�
714 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 466－ 22：02．7� 22．1�
36 マイネルモーディグ 牡3栗 56

54 △横山 武史 �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－ 22：02．8� 12．4�

713 カ ラ テ 牡3黒鹿56 黛 弘人小田切 光氏 高橋 祥泰 新冠 中地 康弘 480－14 〃 クビ 84．0	
24 アルジェンタータ 牝3黒鹿54 丸田 恭介 �グリーンファーム奥村 武 千歳 社台ファーム 422＋ 62：03．01� 56．2

59 タカノアンジェラス 牡3青鹿56 古川 吉洋山口多賀司氏 昆 貢 浦河 東栄牧場 464＋ 42：03．21� 36．7�
715 ホウオウアクセル 牡3栗 56 菱田 裕二小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 450－ 8 〃 クビ 110．6�
817 クラヴィーア 牝3栗 54 �島 克駿�ノースヒルズ 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456＋ 22：03．41 10．3
48 グレイトアプローズ 牝3鹿 54 津村 明秀ゴドルフィン 西浦 勝一 愛 Godolphin 466－14 〃 クビ 22．0�
11 バ ニ ュ ル ス 牡3黒鹿 56

55 ☆荻野 極金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 478＋182：03．5� 4．5�

611 カモンビューティー 牝3黒鹿 54
52 △富田 暁中野 秀樹氏 武 英智 新ひだか 千代田牧場 428－ 82：03．71� 59．6�

23 コ ル ク 牡3栗 56 丸山 元気是枝 浩平氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 B492－ 6 〃 クビ 7．9�
818 スピードボンバー 牡3鹿 56 柴山 雄一杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 446＋12 〃 クビ 58．5�
12 スリーオーラ 牝3芦 54 松若 風馬永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 414－ 6 〃 ハナ 97．3�
816 テイエムワンダー 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 育也竹園 正繼氏 加藤 和宏 日高 日高テイエム
牧場株式会社 410－ 62：04．33� 242．9�

510 グランヴィクトリア 牝3鹿 54 長岡 禎仁 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 杉山 晴紀 むかわ 上水牧場 454－ 4 〃 ハナ 168．8�

612 シゲルトルコイシ 牝3青鹿54 太宰 啓介森中 蕃氏 松山 将樹 日高 川端 正博 444－ 62：04．51� 117．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 20，678，700円 複勝： 29，777，300円 枠連： 10，992，300円
馬連： 34，585，900円 馬単： 16，974，600円 ワイド： 27，182，000円
3連複： 52，154，500円 3連単： 59，259，400円 計： 251，604，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 160円 � 460円 枠 連（3－4） 530円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，100円 �� 1，840円

3 連 複 ��� 5，060円 3 連 単 ��� 16，610円

票 数

単勝票数 計 206787 的中 � 55263（1番人気）
複勝票数 計 297773 的中 � 65279（1番人気）� 52291（2番人気）� 11711（8番人気）
枠連票数 計 109923 的中 （3－4） 15800（1番人気）
馬連票数 計 345859 的中 �� 31234（1番人気）
馬単票数 計 169746 的中 �� 8945（1番人気）
ワイド票数 計 271820 的中 �� 21875（1番人気）�� 6070（12番人気）�� 3506（19番人気）
3連複票数 計 521545 的中 ��� 7720（11番人気）
3連単票数 計 592594 的中 ��� 2586（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―36．4―49．7―1：02．5―1：15．0―1：27．3―1：39．0―1：50．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F35．1
1
3

14，13，11，6（5，7）－（9，18）（3，10）4（8，15）（1，17）（2，12）－16・（14，13）7（11，6）5－（9，18）4（3，10，8，15）（2，1，17）－12－16
2
4
14，13（11，6，7）5（9，18）（3，10）（8，4）15（1，17）2，12－16・（14，13）（11，6，7）5（9，18）（3，4）（10，8）15（2，1）17，12，16

勝馬の
紹 介

シ フ ル マ ン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．10．14 京都4着

2016．2．16生 牡3芦 母 ラブリネスオブパリ 母母 ファビラスラフイン 4戦1勝 賞金 7，600，000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。
（非抽選馬） 2頭 エールディヴァン号・ヤマニンラファーガ号

02008 1月19日 晴 良 （31中京1）第1日 第8競走 ��1，900�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，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

35 � 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＋102：01．0 8．1�
23 ライデンバローズ 牡5芦 57 藤岡 康太猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富菜牧場 B540＋ 62：01．31� 7．2�
59 デアリングアイデア 牡5鹿 57 古川 吉洋宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 470－ 62：01．4� 52．2�
611 ヒルノアトラーニ 牡5青鹿57 太宰 啓介�ヒルノ 昆 貢 新冠 村田牧場 518－ 2 〃 クビ 5．5�
713 サミットプッシュ 牡4青鹿56 丸山 元気 �キャロットファーム 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 476＋12 〃 ハナ 3．1	
714 リョウランヒーロー 牡5黒鹿 57

55 △横山 武史佐藤 啓子氏 小野 次郎 新ひだか 米田牧場 482－ 82：01．5� 5．8

510 スズカマイゲスト 牡5鹿 57 	島 克駿永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 B494± 02：01．6� 54．5�
48 ル リ ジ オ ン 牡4鹿 56 菱田 裕二�G1レーシング 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋ 42：01．7� 55．2�
36 キタサンヴィクター 牡4鹿 56 津村 明秀�大野商事 本田 優 浦河 辻 牧場 516－ 42：01．91 10．1
612 エイカイキング 牡4栗 56 岡田 祥嗣二木 英德氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 480＋ 82：02．0� 15．4�
11 � ア リ ス カ ン 牡5黒鹿57 柴山 雄一髙瀬 真尚氏 田島 俊明 日高 本間牧場 518± 02：02．42� 24．0�
47 ニシノベイオウルフ 牡4黒鹿 56

55 ☆荻野 極西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 490－ 82：03．35 37．2�
12 � アイアンブルー 
5青鹿 57

54 ▲西村 淳也�日進牧場 寺島 良 浦河 日進牧場 B466－12 〃 アタマ 109．2�
815 ロイヤルパールス 牡4鹿 56

53 ▲木幡 育也ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 日高 坂 牧場 B514＋ 42：03．4� 217．7�
24 ウォーターロレンス 牡4黒鹿56 中井 裕二山岡 正人氏 安田 隆行 日高 チャンピオン

ズファーム 458－ 22：03．5クビ 95．0�
816 ペイシャエリート 牡4栗 56

55 ☆川又 賢治北所 直人氏 小笠 倫弘 新冠 カミイスタット B492＋ 4 〃 クビ 123．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，113，100円 複勝： 32，661，300円 枠連： 10，867，200円
馬連： 39，127，700円 馬単： 17，231，500円 ワイド： 30，318，400円
3連複： 54，948，800円 3連単： 63，007，500円 計： 271，275，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 230円 � 280円 � 1，110円 枠 連（2－3） 1，610円

馬 連 �� 2，590円 馬 単 �� 5，280円

ワ イ ド �� 840円 �� 3，320円 �� 4，980円

3 連 複 ��� 30，480円 3 連 単 ��� 143，190円

票 数

単勝票数 計 231131 的中 � 22635（5番人気）
複勝票数 計 326613 的中 � 42976（4番人気）� 31882（5番人気）� 6347（11番人気）
枠連票数 計 108672 的中 （2－3） 5210（7番人気）
馬連票数 計 391277 的中 �� 11695（12番人気）
馬単票数 計 172315 的中 �� 2447（23番人気）
ワイド票数 計 303184 的中 �� 9749（10番人気）�� 2304（37番人気）�� 1525（48番人気）
3連複票数 計 549488 的中 ��� 1352（92番人気）
3連単票数 計 630075 的中 ��� 319（448番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―18．6―30．2―43．6―57．1―1：09．3―1：21．7―1：35．0―1：47．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F39．3
1
3
1，3，15－（12，8）6（7，16）－10（4，13）（2，5）（11，14）－9
11，1，3，8（12，15，6）－7（10，13，14）5（16，9）2，4

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

勝馬の
紹 介

�ジ ェ ミ ニ ズ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ダンシングブレーヴ

2014．4．26生 牡5栗 母 バ ラ シ ン グ 母母 バ ル バ ラ 27戦1勝 賞金 25，200，000円
初出走 JRA



02009 1月19日 晴 良 （31中京1）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，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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

24 ハーグリーブス 牡4芦 56 丸山 元気水上ふじ子氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 510＋ 41：25．2 3．5�
714 タイセイマルス 牡5黒鹿 57

56 ☆荻野 極田中 成奉氏 栗田 徹 新ひだか 野坂牧場 B482＋ 4 〃 クビ 40．5�
23 サンタナブルー 牡7黒鹿 57

55 △横山 武史 �YGGホースクラブ 和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 484＋161：25．51� 39．9�
816 ボナヴィーゴ 牡4黒鹿 56

53 ▲西村 淳也吉田 和美氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 486＋ 2 〃 アタマ 16．9�
12 ニシノジャガーズ 牡4鹿 56 岩部 純二西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 清水ファーム 490＋ 41：25．6クビ 32．8�
59 ブライトエンパイア 牡4鹿 56 �島 克駿杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 444± 01：25．91� 2．7	
11 レッドヴェルサス 牡6鹿 57 松若 風馬 �東京ホースレーシング 橋口 慎介 千歳 社台ファーム B524＋12 〃 ハナ 40．3

36 コスモビスティー 牡4鹿 56 黛 弘人岡田 繁幸氏 松山 将樹 浦河 伏木田牧場 482－ 21：26．0� 5．6�
35 ムルシェラゴ 牡4黒鹿56 藤岡 康太�KTレーシング 奥村 武 浦河 高岸 順一 538＋ 4 〃 クビ 16．8�
713 サンマルエンパイア 牡5鹿 57 柴山 雄一相馬 勇氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 468－101：26．21 44．7
48 ディナミーデン 牡4芦 56 丸田 恭介ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 浦河日成牧場 482＋181：26．3� 20．6�
612 ロードイヒラニ 牡4青鹿56 中井 裕二 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 460＋ 21：26．83 16．5�
47 ブレヴェスト 牡6黒鹿 57

55 △森 裕太朗平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 488－ 21：26．9� 88．1�
510	 ユアザスター 牡6鹿 57

54 ▲木幡 育也西村 專次氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B506＋ 41：27．0クビ 60．8�
815	 センスオブワンダー 牡4栗 56 津村 明秀前田 晋二氏 荒川 義之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490＋ 31：27．42� 35．2�
611	 カレンエクスカリバ 牡4鹿 56 吉田 隼人山口謙太郎氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム B554＋251：29．2大差 70．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，863，500円 複勝： 36，558，300円 枠連： 12，052，800円
馬連： 47，012，300円 馬単： 21，582，800円 ワイド： 38，848，000円
3連複： 69，153，800円 3連単： 88，228，900円 計： 341，300，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 210円 � 830円 � 1，030円 枠 連（2－7） 4，380円

馬 連 �� 8，910円 馬 単 �� 11，020円

ワ イ ド �� 3，040円 �� 2，830円 �� 15，330円

3 連 複 ��� 80，280円 3 連 単 ��� 195，010円

票 数

単勝票数 計 278635 的中 � 62816（2番人気）
複勝票数 計 365583 的中 � 55636（3番人気）� 10321（10番人気）� 8168（13番人気）
枠連票数 計 120528 的中 （2－7） 2128（19番人気）
馬連票数 計 470123 的中 �� 4089（29番人気）
馬単票数 計 215828 的中 �� 1468（37番人気）
ワイド票数 計 388480 的中 �� 3321（32番人気）�� 3567（31番人気）�� 645（98番人気）
3連複票数 計 691538 的中 ��� 646（215番人気）
3連単票数 計 882289 的中 ��� 328（539番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．0―34．6―47．2―1：00．4―1：12．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．6―3F38．0
3 11－14－（4，6）（1，5，9，10）（3，12）（7，16，13）（8，15）－2 4 ・（4，11，14）6（1，5，9，10）（3，12，13）（7，16）8，2，15

勝馬の
紹 介

ハーグリーブス �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2017．10．22 東京1着

2015．2．12生 牡4芦 母 プレシャスライフ 母母 スターマイライフ 4戦2勝 賞金 18，606，000円
〔制裁〕 ムルシェラゴ号の騎手藤岡康太は，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）
※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。
（非抽選馬） 3頭 ジャックナイフ号・ナイトジュレップ号・ムーンシュトラール号

02010 1月19日 晴 良 （31中京1）第1日 第10競走 ��
��1，400�な ず な 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 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

69 ジャスティン 牡3栗 56 川又 賢治小田 吉男氏 矢作 芳人 日高 天羽 禮治 486＋ 61：20．9 14．2�
710 ランスオブプラーナ 牡3黒鹿56 太宰 啓介五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 460－ 4 〃 ハナ 3．5�
813 イ メ ル 牡3黒鹿56 松若 風馬吉澤 克己氏 音無 秀孝 浦河 村下 清志 478＋ 81：21．11 5．2�
711 タガノジェロディ 牡3栗 56 岡田 祥嗣八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 八木牧場 474＋ 41：21．41� 43．6�
812 ブルスクーロ 牡3鹿 56 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 504＋ 4 〃 ハナ 5．8�
57 トロイメント 牝3青 54 津村 明秀	G1レーシング 西浦 勝一 安平 追分ファーム 424± 01：21．5� 3．9

33 	 マイネルエイブ 牡3鹿 56 荻野 極 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 米 Robert B.
Trussell Jr. 486＋101：21．92� 110．6�

44 シャドウセッション 牡3鹿 56 柴山 雄一飯塚 知一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 506－ 4 〃 クビ 7．7�
22 メジャーハリケーン 牡3青鹿56 吉田 隼人林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 服部 牧場 474＋ 21：22．21� 24．9
11 コチョウジュニア 牡3芦 56 菱田 裕二鈴木 照雄氏 本間 忍 熊本 本田 土寿 468＋161：22．52 73．1�
45 ブルベアオーロ 牡3黒鹿56 
島 克駿 	ブルアンドベア 川村 禎彦 新ひだか 小野 秀治 448＋ 21：22．6� 37．5�
68 サンディレクション 牡3鹿 56 丸山 元気 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 452－ 21：22．81� 29．5�
56 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 426－121：23．54 98．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 33，401，800円 複勝： 45，525，600円 枠連： 16，112，600円
馬連： 63，290，500円 馬単： 28，869，700円 ワイド： 42，746，400円
3連複： 87，475，600円 3連単： 118，106，300円 計： 435，528，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 320円 � 150円 � 190円 枠 連（6－7） 2，120円

馬 連 �� 3，380円 馬 単 �� 7，720円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 1，250円 �� 420円

3 連 複 ��� 5，360円 3 連 単 ��� 43，930円

票 数

単勝票数 計 334018 的中 � 18723（6番人気）
複勝票数 計 455256 的中 � 29000（6番人気）� 94969（1番人気）� 64334（3番人気）
枠連票数 計 161126 的中 （6－7） 5883（10番人気）
馬連票数 計 632905 的中 �� 14494（13番人気）
馬単票数 計 288697 的中 �� 2803（29番人気）
ワイド票数 計 427464 的中 �� 9830（13番人気）�� 8380（16番人気）�� 27999（2番人気）
3連複票数 計 874756 的中 ��� 12223（15番人気）
3連単票数 計1181063 的中 ��� 1949（137番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―34．5―46．2―57．4―1：09．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャスティン �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Gone West デビュー 2018．10．8 東京4着

2016．3．18生 牡3栗 母 シナスタジア 母母 Honest Cause 6戦2勝 賞金 17，901，000円
〔発走状況〕 シャドウセッション号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔制裁〕 ジャスティン号の騎手川又賢治は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：8番・6番・5番）



02011 1月19日 晴 良 （31中京1）第1日 第11競走 ��
��2，000�中京スポニチ賞

発走15時25分 （芝・左）
4歳以上，1，000万円以下，30．1．20以降31．1．14まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

中京スポニチ賞（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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

11 トーセンアイトーン 牡4黒鹿55 荻野 極島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 444＋ 21：59．0 2．8�
55 ミヤジユウダイ 牡5鹿 54 �島 克駿曽我 司氏 川村 禎彦 安平 ノーザンファーム 544＋101：59．31� 23．7�
77 スクエアフォールド 	6鹿 56 横山 武史 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 480＋ 81：59．4� 6．8�
44 プレシャスブルー 牡5鹿 54 津村 明秀石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 438± 01：59．5クビ 3．3�
89 シスターフラッグ 牝4黒鹿51 丸田 恭介小林 正和氏 西村 真幸 日高 出口牧場 496± 01：59．6� 12．9	
33 レッドストーリア 牝5鹿 52 小崎 綾也 
東京ホースレーシング 安田 隆行 日高 下河辺牧場 426＋ 21：59．91� 43．0�
810 レ イ リ オ ン 牝6鹿 53 吉田 隼人 �キャロットファーム 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 446＋ 22：00．0� 4．7�
78 
 スリーマキシマム 牡8鹿 53 藤岡 康太永井商事
 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 514－ 42：00．21� 11．1
66 ユウチェンジ 牡6黒鹿53 菱田 裕二
アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 B514－ 42：00．3� 63．3�

（9頭）
22 アロハリリー 牝4青鹿52 川又 賢治吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 454± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 43，130，300円 複勝： 52，481，000円 枠連： 17，807，100円
馬連： 101，896，000円 馬単： 47，054，800円 ワイド： 61，269，600円
3連複： 128，721，900円 3連単： 216，714，900円 計： 669，075，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 380円 � 180円 枠 連（1－5） 3，010円

馬 連 �� 3，550円 馬 単 �� 5，360円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 360円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 4，930円 3 連 単 ��� 25，460円

票 数

単勝票数 差引計 431303（返還計 49811） 的中 � 119345（1番人気）
複勝票数 差引計 524810（返還計 39436） 的中 � 141417（1番人気）� 24767（7番人気）� 73267（4番人気）
枠連票数 差引計 178071（返還計 56184） 的中 （1－5） 4576（7番人気）
馬連票数 差引計1018960（返還計321913） 的中 �� 22198（14番人気）
馬単票数 差引計 470548（返還計149894） 的中 �� 6576（22番人気）
ワイド票数 差引計 612696（返還計106020） 的中 �� 14178（14番人気）�� 48377（3番人気）�� 9786（19番人気）
3連複票数 差引計1287219（返還計602033） 的中 ��� 19566（20番人気）
3連単票数 差引計2167149（返還計1194031） 的中 ��� 6169（96番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―35．9―48．2―1：00．0―1：12．0―1：23．7―1：35．5―1：47．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トーセンアイトーン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Hawk Wing デビュー 2018．1．21 京都4着

2015．2．13生 牡4黒鹿 母 ノヴァホーク 母母 Reveuse de Jour 9戦3勝 賞金 45，857，000円
〔競走除外〕 アロハリリー号は，疾病〔右後肢跛行〕のため装鞍所で競走除外。

02012 1月19日 晴 良 （31中京1）第1日 第12競走 ��
��1，400�

し ょ う な い が わ

庄 内 川 特 別
発走16時00分 （芝・左）
4歳以上，500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 490，000円 140，000円 70，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

11 ライトオンキュー 牡4鹿 56 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 506＋181：20．3 5．2�

59 � メイショウキョウジ 牡4鹿 56 松若 風馬松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 470＋ 21：20．4	 2．7�
816 キャスパリーグ 牝5鹿 55 柴山 雄一杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 446＋121：20．71	 6．4�
36 アングレーム 牝4黒鹿54 丸田 恭介 �キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 456＋101：20．8
 13．7�
24 レディギャング 牝5芦 55 丸山 元気近藤 克麿氏 森田 直行 新ひだか 斉藤スタッド 484＋ 81：21．01� 17．8�
714 ゼニステレスコープ 牡5鹿 57 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 458＋12 〃 クビ 31．6	
48 ナ デ ィ ア 牝4鹿 54 �島 克駿
ノースヒルズ 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 420＋ 81：21．42
 29．8�
510 シ ア ン 牝5栗 55 城戸 義政吉田 照哉氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 416－ 8 〃 クビ 67．4�
612 ハイヤーアプシス 牝5黒鹿55 津村 明秀吉田 晴哉氏 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 414－ 81：21．5
 12．0
23 モ ー ト ゥ ス 牡4黒鹿56 中谷 雄太吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B502± 01：21．71� 29．4�
818� スキップガール 牝4鹿 54 富田 暁�富田牧場 寺島 良 浦河 富田牧場 456＋ 5 〃 クビ 81．7�
715 クレバーバード 4青 56 川又 賢治 �サンデーレーシング 清水 久詞 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B478＋ 21：21．8クビ 52．5�
35 サウンドストリート 牡5鹿 57 菱田 裕二増田 雄一氏 和田正一郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456＋ 81：21．9	 46．0�
817 パンドラフォンテン 牝5栗 55 荻野 極吉橋 興生氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 456－ 6 〃 クビ 7．8�
12 � レンベルガー 牡6青鹿57 横山 武史岡田 壮史氏 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム 440＋18 〃 ハナ 76．5�
47 プリンセスオーラ 牝6鹿 55 吉田 隼人大森 悌次氏 新開 幸一 浦河 �川 啓一 450＋ 61：22．0	 109．4�
611� スズレジーム 牝5鹿 55 小崎 綾也森 達郎氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 444－ 41：22．1
 130．3�
713 レッドミラベル 牝5芦 55 黛 弘人 
東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム B434－ 81：22．2クビ 111．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 41，415，200円 複勝： 51，461，600円 枠連： 24，968，800円
馬連： 87，073，300円 馬単： 35，636，800円 ワイド： 62，405，000円
3連複： 137，478，600円 3連単： 164，767，900円 計： 605，207，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 190円 � 130円 � 170円 枠 連（1－5） 950円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，870円

ワ イ ド �� 400円 �� 830円 �� 400円

3 連 複 ��� 2，130円 3 連 単 ��� 8，380円

票 数

単勝票数 計 414152 的中 � 62569（2番人気）
複勝票数 計 514616 的中 � 59268（3番人気）� 120369（1番人気）� 73036（2番人気）
枠連票数 計 249688 的中 （1－5） 20163（2番人気）
馬連票数 計 870733 的中 �� 70470（1番人気）
馬単票数 計 356368 的中 �� 14221（3番人気）
ワイド票数 計 624050 的中 �� 40741（2番人気）�� 17885（7番人気）�� 41580（1番人気）
3連複票数 計1374786 的中 ��� 48279（1番人気）
3連単票数 計1647679 的中 ��� 14240（3番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．1―11．7―11．6―11．4―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．2―45．9―57．5―1：08．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ライトオンキュー �
�
父 Shamardal �

�
母父 Raven’s Pass デビュー 2017．11．5 京都3着

2015．4．22生 牡4鹿 母 グレイトタイミング 母母 Rumors Are Flying 7戦2勝 賞金 19，610，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16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11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ディスパーション号
（非抽選馬）10頭 アイアムヒメ号・アースコレクション号・カウントオンイット号・カレン号・ショウナンタイザン号・

ステラルージュ号・センターフォワード号・トルネードアレイ号・マリアバローズ号・ラヴィソント号



（31中京1）第1日 1月19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 179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

189，030，000円
5，130，000円
14，720，000円
1，470，000円
20，880，000円
72，887，500円
6，283，600円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
293，786，800円
394，866，300円
142，920，500円
553，745，900円
261，950，300円
406，797，600円
808，433，400円
1，047，628，100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 3，910，128，900円

総入場人員 8，486名 （有料入場人員 7，650名）
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