
3500112月1日 晴 良 （30中京4）第1日 第1競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走9時55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
1：54．8
1：50．9

重
不良

611 ロードリバーサル 牡2鹿 55 藤岡 康太 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 494＋ 21：55．7 7．4�
12 クラウドスケープ 牡2黒鹿55 中谷 雄太下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 474－ 41：55．91� 1．7�
23 サウスグラストップ 牡2栗 55

54 ☆加藤 祥太南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 486－ 81：56．21� 251．4�
612 シ ュ ロ ス 牡2栗 55 柴山 雄一嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 490± 01：57．15 9．8�
24 	 ゼ ル ク 牡2鹿 55 
島 克駿前田 晋二氏 松永 幹夫 米 North Hills

Co. Limited 496＋ 41：57．31 40．9	
47 スーペルゴラッソ 牡2鹿 55

52 ▲服部 寿希 
社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム 502＋ 41：57．51 74．6�
510 ベルウッドカザン 牡2黒鹿55 黛 弘人鈴木 照雄氏 和田 雄二 浦河 市川フアーム 488± 01：58．03 264．3�
713 クリノオオクニヌシ 牡2黒鹿55 城戸 義政栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 474± 01：58．1� 114．2
36 オスティリオ 牡2栗 55 池添 謙一 
社台レースホース奥村 豊 安平 追分ファーム 490－ 61：58．31� 6．8�
816 スターリーパレード 牡2鹿 55 小崎 綾也 �グリーンファーム西村 真幸 安平 ノーザンファーム 488＋ 8 〃 クビ 20．5�
59 ゴッドイーサン 牡2鹿 55

53 △富田 暁中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 518＋ 81：58．62 12．3�
11 ハクユウレインボー 牡2鹿 55 中井 裕二 �H.Iコーポレーション 飯田 雄三 新ひだか 矢野牧場 490－ 81：59．34 52．7�
815 シ バ ハ マ 牡2鹿 55 津村 明秀 
スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 498－ 61：59．4� 157．1�
714 ミアフィリア 牝2栗 54 川須 栄彦坂巻 勝彦氏 中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 428－ 41：59．71� 251．1�
48 タイセイスマーティ 牡2鹿 55

54 ☆川又 賢治田中 成奉氏 西村 真幸 新ひだか 千代田牧場 516＋ 22：02．5大差 156．8�
35 メイショウフナカジ 牡2鹿 55 古川 吉洋松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 442＋ 22：05．6大差 45．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，246，700円 複勝： 28，816，200円 枠連： 7，743，900円
馬連： 30，822，900円 馬単： 17，159，900円 ワイド： 24，223，000円
3連複： 47，614，200円 3連単： 61，934，500円 計： 239，561，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 230円 � 110円 � 2，270円 枠 連（1－6） 400円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，780円

ワ イ ド �� 420円 �� 11，830円 �� 4，680円

3 連 複 ��� 20，820円 3 連 単 ��� 96，350円

票 数

単勝票数 計 212467 的中 � 24204（3番人気）
複勝票数 計 288162 的中 � 22541（4番人気）� 130329（1番人気）� 1621（15番人気）
枠連票数 計 77439 的中 （1－6） 14972（2番人気）
馬連票数 計 308229 的中 �� 30001（3番人気）
馬単票数 計 171599 的中 �� 7219（6番人気）
ワイド票数 計 242230 的中 �� 16477（3番人気）�� 492（64番人気）�� 1257（39番人気）
3連複票数 計 476142 的中 ��� 1715（54番人気）
3連単票数 計 619345 的中 ��� 466（236番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―37．4―50．5―1：03．4―1：16．6―1：29．8―1：42．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロードリバーサル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．8．19 札幌5着

2016．2．7生 牡2鹿 母 エルテアトロ 母母 ステラマドリッド 4戦1勝 賞金 6，450，000円
〔その他〕 メイショウフナカジ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タイセイスマーティ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年2月1日まで平地

競走に出走できない。

3500212月1日 晴 良 （30中京4）第1日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走10時25分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳54�4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

24 エトワールブリエ 牝3黒鹿54 菱田 裕二 �ロードホースクラブ 田中 博康 新ひだか ケイアイファーム 420－141：12．1 38．4�
714 コロニアルスタイル 牝4栗 55

53 △横山 武史吉田 照哉氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 462＋ 41：12．31� 6．2�
11 グランデミノル 牝3鹿 54 酒井 学吉岡 實氏 本田 優 新冠 須崎牧場 494＋ 81：12．72� 6．3�
48 タイムレスメロディ 牝5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－ 21：12．91� 49．4�
12 ア ポ ロ ア ミ 牝3鹿 54

52 △藤田菜七子アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 シンボリ牧場 454＋ 41：13．21� 5．2	
59 ロンリーハート 牝3青鹿54 津村 明秀薪浦 亨氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 476＋101：13．41 5．9

36 ウ ラ ガ ー ノ 牝4青鹿55 	島 克駿藤田 孟司氏 吉村 圭司 日高 モリナガファーム B524＋12 〃 クビ 6．1�
611 ジャストザマリン 牝4鹿 55

54 ☆加藤 祥太ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 526＋ 41：13．5クビ 39．8�

510 メイショウルクール 牝3鹿 54 	島 良太松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 482＋22 〃 ハナ 9．7
612 トーホウビスカヤ 牝4鹿 55 柴山 雄一東豊物産� 川村 禎彦 浦河 酒井牧場 490＋121：13．71� 245．3�
47 ダークプリンセス 牝4青鹿55 池添 謙一 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 438＋ 4 〃 ハナ 22．8�
35 タイセイパルフェ 牝3黒鹿54 川須 栄彦田中 成奉氏 池上 昌和 むかわ 上水牧場 466＋ 81：14．12� 150．8�
816 メモリーフェイス 牝4鹿 55 古川 吉洋�シンザンクラブ 池添 兼雄 浦河 谷川牧場 524－ 21：14．2� 22．0�
815 ブライトメジャー 牝4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 464± 0 〃 クビ 41．5�
23 クリノセゴビア 牝5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 458＋18 〃 ハナ 88．2�
713 ゴールドケープ 牝4鹿 55 吉田 隼人 �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 436＋ 41：14．51� 10．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，325，800円 複勝： 31，038，400円 枠連： 12，723，700円
馬連： 36，627，500円 馬単： 17，055，900円 ワイド： 31，349，500円
3連複： 56，659，000円 3連単： 60，171，400円 計： 267，951，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，840円 複 勝 � 740円 � 200円 � 230円 枠 連（2－7） 4，840円

馬 連 �� 10，130円 馬 単 �� 26，260円

ワ イ ド �� 2，700円 �� 3，470円 �� 750円

3 連 複 ��� 20，490円 3 連 単 ��� 190，490円

票 数

単勝票数 計 223258 的中 � 4648（10番人気）
複勝票数 計 310384 的中 � 8663（10番人気）� 46258（2番人気）� 38321（3番人気）
枠連票数 計 127237 的中 （2－7） 2034（17番人気）
馬連票数 計 366275 的中 �� 2800（35番人気）
馬単票数 計 170559 的中 �� 487（91番人気）
ワイド票数 計 313495 的中 �� 2915（32番人気）�� 2261（41番人気）�� 11381（4番人気）
3連複票数 計 566590 的中 ��� 2073（66番人気）
3連単票数 計 601714 的中 ��� 229（648番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．8―12．2―11．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．5―35．3―47．5―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エトワールブリエ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．3．3 小倉18着

2015．4．22生 牝3黒鹿 母 スターコレクション 母母 シンコウエトワール 6戦2勝 賞金 15，800，000円

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

第４回 中京競馬 第１日



3500312月1日 晴 良 （30中京4）第1日 第3競走 ��1，900�サラブレッド系3歳以上
発走10時55分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，500，000
1，500，000

円
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

713 サノノカガヤキ 牡5鹿 57 嶋田 純次佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 504± 01：59．5 12．6�
12 サミットプッシュ 牡3青鹿56 池添 謙一 �キャロットファーム 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 464＋222：01．4大差 5．6�
611 セレブレイトソング �6栗 57 �島 克駿 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム B500＋102：01．5� 33．9�
714 レオステップアップ 牡3栗 56 黛 弘人�レオ 奥平 雅士 新ひだか 田中 裕之 486－ 4 〃 同着 34．5�
48 ア ヴ ァ ン ト 牡4栗 57

56 ☆川又 賢治佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 476＋ 6 〃 クビ 7．9	
47 アークカンパネラ 牡3青鹿56 津村 明秀酒井 喜生氏 矢野 英一 新冠 川上牧場 B490＋102：01．81	 39．0

612 ハギノセゾン 牝7青鹿55 藤岡 康太安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 500＋ 8 〃 クビ 49．8�
11 ジューンアンカー 牡4栗 57

54 ▲西村 淳也吉川 潤氏 湯窪 幸雄 新冠 長浜 秀昭 B474＋102：02．0	 30．4�
23 アオイテソーロ 牝4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－ 42：02．53 5．0
35 ブ ン ゴ 牡3鹿 56

54 △横山 武史江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 杵臼牧場 490＋ 42：02．81	 24．3�
24 ブラックカード 牡4黒鹿57 吉田 隼人岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大

作ステーブル 464＋ 82：02．9� 3．1�
510 ヨキニハカラエ 牡3鹿 56 佐藤 友則 �キャピタル・システム 森田 直行 浦河 谷川牧場 498＋ 42：03．11 28．9�

（笠松）

815 ラインアストリア 牝3鹿 54
52 △藤田菜七子大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム B480－ 22：03．31 80．3�

36 アオテンジョウ 牡4栗 57 酒井 学北所 直人氏 松永 康利 登別 ユートピア牧場 B484＋ 62：03．83 66．5�
816 エフハリスト 牡5青鹿57 松山 弘平吉澤 克己氏 橋口 慎介 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 480＋142：03．9	 10．1�
59 ノーブルバルカン 牡3鹿 56

54 △富田 暁吉木 伸彦氏 武藤 善則 浦河 大島牧場 450＋ 6 〃 クビ 52．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，772，800円 複勝： 30，994，600円 枠連： 11，024，200円
馬連： 36，540，600円 馬単： 17，469，200円 ワイド： 30，762，300円
3連複： 56，128，200円 3連単： 60，267，500円 計： 263，959，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 270円 � 190円 �
�

630円
710円 枠 連（1－7） 3，960円

馬 連 �� 5，120円 馬 単 �� 12，810円

ワ イ ド �� 1，140円 ��
��

2，560円
2，680円

��
��

2，810円
3，360円

3 連 複 ���
���

26，750円
33，930円 3 連 単 ���

���
127，010円
107，620円

票 数

単勝票数 計 207728 的中 � 13147（6番人気）
複勝票数 計 309946 的中 �

�
23998
7278
（5番人気）
（11番人気）

� 39655（4番人気）� 8268（9番人気）

枠連票数 計 110242 的中 （1－7） 2157（12番人気）
馬連票数 計 365406 的中 �� 5524（16番人気）
馬単票数 計 174692 的中 �� 1022（45番人気）
ワイド票数 計 307623 的中 ��

��
4295
1680
（20番人気）
（49番人気）

��
��

1850
1397
（43番人気）
（62番人気）

�� 1762（47番人気）

3連複票数 計 561282 的中 ��� 787（161番人気） ��� 620（188番人気）
3連単票数 計 602675 的中 ��� 172（752番人気） ��� 203（643番人気）

ハロンタイム 7．3―11．5―11．9―13．6―13．2―12．6―12．1―12．6―11．9―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．8―30．7―44．3―57．5―1：10．1―1：22．2―1：34．8―1：46．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サノノカガヤキ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2015．8．30 新潟17着

2013．4．19生 牡5鹿 母 ホウヨウターゲット 母母 ソフトボイス 25戦2勝 賞金 30，100，000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。
（非当選馬） 1頭 キングブラック号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3500412月1日 晴 良 （30中京4）第1日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走11時25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
1：08．5
1：07．8

良
良

12 メジャーハリケーン 牡2青鹿55 池添 謙一林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 服部 牧場 474－ 41：09．3 2．4�
24 カステヘルミ 牝2黒鹿54 津村 明秀田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 船越牧場 422－ 8 〃 クビ 3．6�
11 ス キ ッ プ 牡2黒鹿55 松山 弘平�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 462－ 21：09．51� 16．5�
714 サ ラ マ ー 牝2栗 54 藤岡 康太畑佐 博氏 寺島 良 新ひだか 沖田 博志 454－ 41：09．71 20．1�
47 ラッキーバローズ 牡2鹿 55

53 △富田 暁猪熊 広次氏 角田 晃一 浦河 谷口牧場 430－121：10．12� 71．5�
715 フィーユブランシェ 牝2鹿 54

52 △藤田菜七子 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 418＋ 21：10．2	 15．0	

818 ア レ ー テ ス 牝2黒鹿54 小崎 綾也 
フジワラ・ファーム 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 438－ 2 〃 クビ 28．9�
612 ノーリミッツ 牡2黒鹿55 古川 吉洋山内 邦一氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 426± 01：10．3クビ 168．0�
48 パープルヌーン 牡2鹿 55 
島 克駿�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 438＋ 8 〃 クビ 8．9
36 ビービーソウル 牡2鹿 55 川須 栄彦
坂東牧場 千田 輝彦 平取 坂東牧場 494－ 41：10．4	 148．3�
713 バトルアグレッシブ 牡2黒鹿55 酒井 学宮川 秋信氏 本田 優 浦河 帰山 清貴 486－ 2 〃 クビ 7．4�
23 グ ッ ト ラ ン 牝2鹿 54 柴山 雄一江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 428± 01：10．71	 129．8�
59 ビクトリーゴールド 牝2鹿 54 菱田 裕二田島 政光氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド 398－ 41：10．8	 247．1�
816 ド ナ ホ ー ク 牝2青鹿 54

53 ☆加藤 祥太山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 日西牧場 478＋ 41：11．01� 318．4�
611 セクシーブーツ 牝2鹿 54

52 △横山 武史 
スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム B432＋ 2 〃 ハナ 374．0�
817 ジューンサニー 牝2栗 54 高倉 稜吉川 潤氏 田所 秀孝 新ひだか 西村 和夫 450－ 81：11．32 211．4�
35 マイネルシウン 牡2鹿 55 原田 和真 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 赤石 久夫 B448－ 81：11．51� 692．3�
510 スカイポート 牝2鹿 54

53 ☆川又 賢治
和田牧場 松永 康利 様似 富田 恭司 418＋ 21：12．67 162．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 26，229，700円 複勝： 34，761，800円 枠連： 12，867，900円
馬連： 38，943，200円 馬単： 21，551，700円 ワイド： 30，573，600円
3連複： 56，269，000円 3連単： 71，414，500円 計： 292，611，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 120円 � 230円 枠 連（1－2） 310円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 570円

ワ イ ド �� 190円 �� 510円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 4，580円

票 数

単勝票数 計 262297 的中 � 88197（1番人気）
複勝票数 計 347618 的中 � 100617（1番人気）� 78239（2番人気）� 25311（5番人気）
枠連票数 計 128679 的中 （1－2） 31900（1番人気）
馬連票数 計 389432 的中 �� 88850（1番人気）
馬単票数 計 215517 的中 �� 28186（1番人気）
ワイド票数 計 305736 的中 �� 52260（1番人気）�� 13456（5番人気）�� 10385（8番人気）
3連複票数 計 562690 的中 ��� 31050（3番人気）
3連単票数 計 714145 的中 ��� 11302（5番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．4―11．5―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．4―45．9―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メジャーハリケーン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Fasliyev デビュー 2018．7．7 函館2着

2016．3．22生 牡2青鹿 母 マ ザ イ 母母 Moonlady 6戦1勝 賞金 13，850，000円
〔制裁〕 メジャーハリケーン号の騎手池添謙一は，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）

バトルアグレッシブ号の騎手酒井学は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：11番・10
番）
フィーユブランシェ号の騎手藤田菜七子は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番・11番・10番）

〔その他〕 スカイポート号は，発走後まもなく他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 ガデスチョイス号・シャンデリアムーン号
（非抽選馬） 1頭 デルマカトリーナ号



3500512月1日 曇 良 （30中京4）第1日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時15分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳56�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

713� マイアフェクション 牡4鹿 57 太宰 啓介五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 468± 01：53．7 12．4�
815 メイショウワザシ 牡3栗 56

53 ▲西村 淳也松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 538＋ 2 〃 ハナ 3．9�
12 プエルタデルソル 牡4栗 57 藤岡 康太前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472＋ 61：54．76 3．7�
35 スマートウェールズ 牡4黒鹿 57

56 ☆川又 賢治大川 徹氏 石坂 正 浦河 杵臼牧場 462＋ 41：54．8� 68．5�
816 ロードキング 牡5鹿 57 �島 克駿市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 千歳 社台ファーム B486＋ 21：54．9� 4．6�
510� メイショウナンプウ 牡4青鹿57 城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 B492＋ 4 〃 クビ 20．7	
59 レ ア バ ー ド 牡3鹿 56

54 △横山 武史田中 春美氏 高市 圭二 新ひだか 田中 春美 526＋ 81：55．0� 83．6

24 ショウナンマリブ 牡3芦 56 池添 謙一国本 哲秀氏 松下 武士 日高 天羽牧場 480± 01：55．21 17．5�
612� ヒロノワカムシャ 	4黒鹿57 吉田 隼人小野 博郷氏 柴田 政人 日高 ファーミングヤナキタ 472－ 4 〃 クビ 85．7�
48 ベルクカッツェ 牡3青鹿 56

54 △藤田菜七子田頭 勇貴氏 根本 康広 新ひだか 水丸牧場 478－ 61：55．3� 12．9
23 � ジャカンドジョー 牡4鹿 57 黛 弘人井上 一郎氏 田中 剛 日高 下河辺牧場 466＋ 21：55．4� 14．0�
36 ブリーズスズカ 牡5青鹿57 柴山 雄一永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 478－ 21：55．61
 39．4�
714� フッカツノノロシ 牡5黒鹿 57

54 ▲服部 寿希福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 前田 宗将 508± 01：55．7クビ 24．6�
611 スターオンザヒル 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 初也飯田総一郎氏 南田美知雄 日高 千葉飯田牧場 484－ 61：55．8� 62．0�
11 ゲンパチマサムネ 牡4鹿 57

56 ☆荻野 極平野 武志氏 田村 康仁 新ひだか 三石橋本牧場 514± 01：55．9� 39．7�
47 サ ン ヘ レ ナ 牝5鹿 55 酒井 学 �加藤ステーブル 天間 昭一 日高 有限会社

ケイズ 492－ 61：56．11
 25．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，768，600円 複勝： 28，814，000円 枠連： 12，399，100円
馬連： 35，190，800円 馬単： 17，109，800円 ワイド： 30，843，600円
3連複： 54，790，100円 3連単： 59，507，200円 計： 258，423，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 310円 � 180円 � 150円 枠 連（7－8） 930円

馬 連 �� 2，220円 馬 単 �� 5，610円

ワ イ ド �� 890円 �� 990円 �� 430円

3 連 複 ��� 3，540円 3 連 単 ��� 26，450円

票 数

単勝票数 計 197686 的中 � 12671（4番人気）
複勝票数 計 288140 的中 � 18897（5番人気）� 41470（3番人気）� 61700（1番人気）
枠連票数 計 123991 的中 （7－8） 10233（3番人気）
馬連票数 計 351908 的中 �� 12234（5番人気）
馬単票数 計 171098 的中 �� 2287（17番人気）
ワイド票数 計 308436 的中 �� 8626（6番人気）�� 7658（7番人気）�� 19695（2番人気）
3連複票数 計 547901 的中 ��� 11595（4番人気）
3連単票数 計 595072 的中 ��� 1631（53番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―38．3―51．5―1：04．2―1：17．0―1：29．7―1：41．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�マイアフェクション �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 エルコンドルパサー

2014．5．9生 牡4鹿 母 マイソールラブ 母母 チェリーコウマン 16戦1勝 賞金 17，900，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 スマートウェールズ号の騎手川又賢治は，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：9番・10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。
（非当選馬） 3頭 スワーヴポルトス号・ドゥドゥドゥ号・ラインマッシモ号

3500612月1日 曇 良 （30中京4）第1日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走12時45分 （芝・左）

500万円以下；負担重量は，3歳56�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
1：19．6
1：19．0

良
良

36 ディアボレット 牝3栗 54
52 △藤田菜七子�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 458＋ 81：20．4 10．0�

714 アプルーヴァル 牡3鹿 56 藤岡 康太近藤 英子氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 512＋ 21：20．61� 5．7�
612 フェスタマドンナ 牝3鹿 54 川須 栄彦服部 統祥氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 488－ 41：20．81� 10．4�
611� ソフトポジション 牡3鹿 56 川島 信二北駿競走馬組合 山内 研二 青森 マルシチ牧場 468＋16 〃 ハナ 54．6�
12 シンシアズブレス 牝5黒鹿55 秋山真一郎 �シルクレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 502－ 2 〃 クビ 47．5	
47 マリアバローズ 牝3黒鹿54 菱田 裕二猪熊 広次氏 石坂 正 日高 白井牧場 440＋ 21：20．9� 11．8

510 プルメリアブーケ 牝5栗 55

54 ☆荻野 極吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：21．0クビ 51．2�
24 カーサデルシエロ 牝3黒鹿54 吉田 隼人下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 426－ 61：21．1� 2．1
23 マイティーワークス 牝3青鹿 54

52 △横山 武史中村 祐子氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 466＋ 41：21．2	 10．2�
48 マイネルサイルーン 牡3黒鹿56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 小野 秀治 452－ 2 〃 ハナ 28．4�
715 ダイシンカレラ 牡6黒鹿57 酒井 学大八木信行氏 庄野 靖志 日高 中原牧場 490＋ 21：21．51� 21．7�
713 ニシノジャガーズ 牡3鹿 56 柴山 雄一西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 清水ファーム 486＋101：21．71� 22．9�
816 アンジュシャルマン 牝4鹿 55 
島 克駿 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 504＋141：21．8	 43．9�
818� ウインプルミエ 牝4鹿 55 中井 裕二�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム B448＋ 21：22．22	 202．5�
59 ブライティアサイト 牝4黒鹿55 黛 弘人小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 雅 牧場 472－10 〃 クビ 389．0�
11 � キ ン シ ョ ウ 牡3黒鹿56 松山 弘平 �CHEVAL AT-

TACHE 田島 俊明 浦河 ヒダカフアーム 478＋ 31：22．3クビ 111．7�
817� アストロブレーム 牡5鹿 57

56 ☆木幡 初也木村 廣太氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 446± 01：22．4� 360．7�
35 シーサイドロマンス 牝3鹿 54 佐藤 友則吉田 千津氏 宮本 博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 81：22．61� 183．0�
（笠松）

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，604，200円 複勝： 35，531，500円 枠連： 11，946，700円
馬連： 38，566，300円 馬単： 18，565，600円 ワイド： 34，081，600円
3連複： 60，155，300円 3連単： 65，682，200円 計： 291，133，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 410円 � 230円 � 300円 枠 連（3－7） 2，870円

馬 連 �� 4，280円 馬 単 �� 9，680円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 2，330円 �� 910円

3 連 複 ��� 11，780円 3 連 単 ��� 88，670円

票 数

単勝票数 計 266042 的中 � 21203（3番人気）
複勝票数 計 355315 的中 � 20503（6番人気）� 43725（2番人気）� 30499（4番人気）
枠連票数 計 119467 的中 （3－7） 3216（10番人気）
馬連票数 計 385663 的中 �� 6968（15番人気）
馬単票数 計 185656 的中 �� 1437（33番人気）
ワイド票数 計 340816 的中 �� 6674（12番人気）�� 3674（26番人気）�� 9945（8番人気）
3連複票数 計 601553 的中 ��� 3828（38番人気）
3連単票数 計 656822 的中 ��� 537（268番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．3―11．4―11．2―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―34．6―46．0―57．2―1：08．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．4
3 11（2，6，12）4－（1，8）－（9，14）（10，15）－（5，3，7）－16（17，18，13） 4 ・（11，6）2，12，4（1，8）－（9，14）（10，15）（3，7，13）（5，16）（17，18）

勝馬の
紹 介

ディアボレット �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．6．4 阪神6着

2015．3．24生 牝3栗 母 エ ト ピ リ カ 母母 アフレイタス 17戦2勝 賞金 25，950，000円
〔発走状況〕 アンジュシャルマン号は，枠内駐立不良〔坐る〕。

ニシノジャガーズ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ニシノジャガーズ号は，平成30年12月2日から平成30年12月23日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 トラストエンジェル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



3500712月1日 曇 良 （30中京4）第1日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時15分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳56�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
1：10．0
1：08．7

重
重

23 イナズママンボ 牝4鹿 55 松山 弘平小泉 賢悟氏 松元 茂樹 日高 高柳 隆男 B464＋ 81：12．7 23．6�
47 ハッシュタグ 牡4鹿 57 菱田 裕二石川 達絵氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 470＋ 41：12．8� 19．4�
611 ヘ ー ザ 牝3栗 54

51 ▲西村 淳也岡田 隆寛氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 B432－ 41：12．9� 12．1�
35 ホープフルスター 牡4栗 57 �島 克駿前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508＋141：13．0クビ 6．5�
24 レッドアネラ 牝3鹿 54 吉田 隼人 �東京ホースレーシング 加藤 征弘 平取 坂東牧場 486± 0 〃 クビ 2．0�
713	 タ ン ゴ 牝4鹿 55 池添 謙一石川 達絵氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 508－ 21：13．1� 16．2	
815 クリノケンリュウ 牡4栗 57 太宰 啓介栗本 博晴氏 藤沢 則雄 浦河 バンブー牧場 492－181：13．2� 12．3

12 メイショウマイカゼ 牝5黒鹿 55

54 ☆川又 賢治松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 452＋ 4 〃 ハナ 38．9�
510 サ マ ニ ー 
5青鹿 57

55 △富田 暁井上 一郎氏 武藤 善則 様似 中脇 一幸 B478－ 2 〃 ハナ 19．9�
36 ティーエスバラ 牡6鹿 57 高倉 稜田畑 利彦氏 石橋 守 浦河 浦河日成牧場 500± 01：13．3� 218．3
59 ナムラストロベリー 牝3鹿 54

52 △藤田菜七子奈村 睦弘氏 谷原 義明 新ひだか 八田ファーム 456＋ 4 〃 ハナ 7．7�
612 ファステンバーグ 牝3青鹿54 藤岡 康太合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 444＋ 61：13．83 29．6�
11 スリーミネルバ 牝4黒鹿55 中谷 雄太永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 440－ 61：13．9クビ 109．2�
48 トウケイゴコウ 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太木村 信彦氏 飯田 祐史 日高 道見牧場 426± 0 〃 クビ 46．2�
714 コトブキハウンド 牡3鹿 56 津村 明秀尾上 松壽氏 金成 貴史 新冠 パカパカ

ファーム 478＋ 41：14．0� 77．3�
816 クラウンノキミ 
6黒鹿57 柴山 雄一�クラウン 伊藤 伸一 新ひだか 出羽牧場 494＋ 41：19．4大差 452．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，091，800円 複勝： 34，683，600円 枠連： 11，930，100円
馬連： 44，086，100円 馬単： 21，801，200円 ワイド： 36，307，500円
3連複： 62，790，200円 3連単： 77，756，700円 計： 315，447，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，360円 複 勝 � 610円 � 550円 � 340円 枠 連（2－4） 1，710円

馬 連 �� 8，340円 馬 単 �� 27，290円

ワ イ ド �� 2，670円 �� 2，760円 �� 2，850円

3 連 複 ��� 40，770円 3 連 単 ��� 433，640円

票 数

単勝票数 計 260918 的中 � 8839（9番人気）
複勝票数 計 346836 的中 � 14447（9番人気）� 16131（8番人気）� 28559（4番人気）
枠連票数 計 119301 的中 （2－4） 5402（7番人気）
馬連票数 計 440861 的中 �� 4092（30番人気）
馬単票数 計 218012 的中 �� 599（83番人気）
ワイド票数 計 363075 的中 �� 3516（27番人気）�� 3386（28番人気）�� 3288（29番人気）
3連複票数 計 627902 的中 ��� 1155（116番人気）
3連単票数 計 777567 的中 ��� 130（1008番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．8―12．4―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．4―47．8―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イナズママンボ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2016．8．20 小倉5着

2014．3．6生 牝4鹿 母 ケイエスホノカ 母母 ケイエスカプリース 22戦2勝 賞金 22，450，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クラウンノキミ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年1月1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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 エルフィ号・クリスエステソーロ号・セイウンアワード号・タキオンレイ号・ノボマハロ号・リトルレグルス号・

ロンス号

3500812月1日 晴 良 （30中京4）第1日 第8競走 1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時50分 （ダート・左）

若手騎手，500万円以下；負担重量は，3歳56�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

22 ダノンスパーク 牡5鹿 57
56 ☆川又 賢治�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 512－101：53．5 3．5�

712 ショウナンマシェリ 牝5鹿 55 城戸 義政�湘南 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 464＋ 41：54．03 32．0�
35 シゲルマツタケ 牝3栗 54

53 ☆義 英真森中 蕃氏 谷 潔 厚真 大川牧場 444＋ 21：54．21 7．6�
23 テイエムギフテッド 牡3黒鹿 56

54 △藤田菜七子竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 456＋ 21：54．3� 10．2�
815 タイセイカレッジ 牡3芦 56

55 ☆井上 敏樹田中 成奉氏 奥村 武 日高 下河辺牧場 434－ 61：54．51� 70．0	
47 コウセイマユヒメ 牝7鹿 55 原田 和真杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 石郷岡 雅樹 456± 01：54．71 36．0

611� ヴィオローネ 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希奈良﨑孝一郎氏 作田 誠二 千歳 社台ファーム 440－ 91：55．33� 158．7�
46 トウシンカイザー 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太�サトー 村山 明 千歳 社台ファーム 498＋ 41：55．4� 51．4�
814 デストリーライズ �6鹿 57

56 ☆木幡 初也広尾レース� 鹿戸 雄一 新ひだか 木村 秀則 500－ 2 〃 クビ 56．1
610� ディーエスファニー 牡4鹿 57

55 △横山 武史秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 448± 01：55．5クビ 45．8�
34 ニ コ ー ル 牝3鹿 54

53 ☆荻野 極寺田 寿男氏 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 518＋ 6 〃 クビ 20．8�
59 メイショウゴテツ 牡5青鹿 57

54 ▲西村 淳也松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 484＋ 61：55．6� 3．0�
713 メイショウダブル 牡3黒鹿 56

54 △富田 暁松本 好雄氏 本田 優 浦河 斉藤英牧場 504＋161：55．8� 6．4�
58 ダンツカホウ 牝3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人山元 哲二氏 山内 研二 日高 白井牧場 B490－ 81：56．33 19．4�
11 � テイエムマンカイ 牡5黒鹿57 長岡 禎仁竹園 正繼氏 武 幸四郎 新冠 カミイスタット 554＋ 61：56．4� 51．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 19，549，700円 複勝： 24，339，500円 枠連： 11，005，500円
馬連： 36，722，400円 馬単： 17，048，400円 ワイド： 27，777，700円
3連複： 50，514，800円 3連単： 67，321，700円 計： 254，279，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 570円 � 210円 枠 連（2－7） 700円

馬 連 �� 5，010円 馬 単 �� 8，340円

ワ イ ド �� 1，600円 �� 530円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 8，920円 3 連 単 ��� 47，890円

票 数

単勝票数 計 195497 的中 � 44442（2番人気）
複勝票数 計 243395 的中 � 48378（2番人気）� 8367（9番人気）� 30354（3番人気）
枠連票数 計 110055 的中 （2－7） 12027（3番人気）
馬連票数 計 367224 的中 �� 5677（17番人気）
馬単票数 計 170484 的中 �� 1532（27番人気）
ワイド票数 計 277777 的中 �� 4319（17番人気）�� 14287（4番人気）�� 3564（23番人気）
3連複票数 計 505148 的中 ��� 4245（27番人気）
3連単票数 計 673217 的中 ��� 1019（142番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―13．2―13．0―12．6―13．1―12．9―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―36．7―49．7―1：02．3―1：15．4―1：28．3―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンスパーク �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2015．10．31 京都2着

2013．4．5生 牡5鹿 母 スターアイル 母母 Isle de France 16戦2勝 賞金 29，958，000円
〔制裁〕 メイショウゴテツ号の騎手西村淳也は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）



晴 良 競走
（芝・左）

本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード
中央レコード

良
良

アロハリリー 青鹿 ☆川又 賢治吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム

アドマイヤアルパマ 鹿 吉田 隼人近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム

アスタービーナス 鹿 松山 弘平加藤 久枝氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 〃 アタマ

プリンセスルーラー 黒鹿 島 克駿大森 悌次氏 高橋 康之 浦河 川 啓一

サトノコメット 黒鹿 菱田 裕二 サトミホースカンパニー 奥村 武 安平 ノーザンファーム

イタリアンホワイト 池添 謙一 サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム

サ ツキ ワルツ 鹿 津村 明秀小野 博郷氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 〃 クビ

デルマオギン 鹿 ▲西村 淳也浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム

アイノカケハシ 鹿 佐藤 友則國分 純氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム クビ
（笠松）

リンフォルツァンド 鹿 藤岡 康太 サンデーレーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 〃 クビ

ジュリエットベール 鹿 小崎 綾也吉田 照哉氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム クビ

ラレッサングル 鹿 柴山 雄一 キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム

センティフォリア 黒鹿 酒井 学 ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 〃 クビ

レッドコルディス 黒鹿 古川 吉洋 東京ホースレーシング 高橋 義忠 浦河 富田牧場 クビ

ハ ナ ザ カ リ 黒鹿 △横山 武史岡田 壮史氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田牧場

ジュンテオドーラ 鹿 ☆荻野 極河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 〃 クビ

パラノーマル 栗 黛 弘人 サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム

ベルフロレゾン 栗 △藤田菜七子 シルクレーシング 高橋 義忠 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム （競走中止）

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 計 的中
複勝票数 計 的中
枠連票数 計 的中
馬連票数 計 的中
馬単票数 計 的中
ワイド票数 計 的中

計 的中
計 的中

ハロンタイム

通過タイム
コーナー
通過順位

F F・
・ ・

勝馬の
紹 介

アロハリリー 父 ハーツクライ 母父 キングカメハメハ
母 ハワイアンウインド 母母 ライクザウインド

〔競走中止〕 ベルフロレゾン号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

晴 良 競走 こ う や ま き 賞
（芝・左）

賞 品
本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード

中央レコード
良
良

ダノンチェイサー 鹿 津村 明秀 ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム

マイネルウィルトス 黒鹿 吉田 隼人 サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 〃 アタマ

スイープセレリタス 黒鹿 池添 謙一 シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 〃 クビ

ジャスティン 栗 川又 賢治小田 吉男氏 矢作 芳人 日高 天羽 禮治

ヤマニンマヒア 黒鹿 柴山 雄一土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 〃 アタマ

ベストタッチダウン 鹿 松山 弘平 社台レースホース橋口 慎介 千歳 社台ファーム

レターオンザサンド 藤岡 康太小川 勲氏 藤岡 健一 浦河 チェスナット
ファーム 〃 ハナ

マイネルフラップ 黒鹿 荻野 極 サラブレッドクラブ
・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム

ト カ ロ ン 黒鹿 佐藤 友則 ホースケア 湯前 良人 日高 下河辺牧場 大差
（笠松） （笠松）

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 計 的中
複勝票数 計 的中
枠連票数 計 的中
馬連票数 計 的中
馬単票数 計 的中
ワイド票数 計 的中

計 的中
計 的中

ハロンタイム

通過タイム
コーナー
通過順位

F F・ －

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンチェイサー 父 ディープインパクト 母父 Rock of Gibraltar
母 サ ミ タ ー 母母 Aileen’s Gift

〔発走時刻の変更〕
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



3501112月1日 晴 良 （30中京4）第1日 第11競走 ��
��1，200�

はままつ

浜松ステークス
発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下，29．12．2以降30．11．25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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

47 イエローマリンバ 牝3青鹿52 高倉 稜松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 436－ 21：08．1 8．7�
714 ハ ウ メ ア 牝4栗 53 池添 謙一 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 468－ 4 〃 クビ 5．5�
818 メイショウカリン 牝4鹿 54 津村 明秀松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 488－ 81：08．2� 12．4�
611 タイセイスターリー 牡4鹿 57 吉田 隼人田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B534＋ 41：08．3� 4．9�
510 エメラルエナジー 牡6栗 53 横山 武史高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 B502－ 81：08．4クビ 86．2�
612 クードラパン 牝5黒鹿53 菱田 裕二 �シルクレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 504＋ 61：08．5� 35．7	
36 タイキサターン 牡3黒鹿55 藤岡 康太�大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 484± 0 〃 アタマ 5．0

817 ブライティアレディ 牝5青鹿54 秋山真一郎小林 昌志氏 武 幸四郎 平取 雅 牧場 438＋ 61：08．6� 6．5�
11 ココファンタジア 牝5黒鹿52 川又 賢治 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 476＋ 61：08．81	 26．7�
23 オーヴィレール 牝5芦 54 松山 弘平下河行雄氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 474± 0 〃 ハナ 9．1�
713 ニシオボヌール 
6黒鹿54 長岡 禎仁三宅 勝俊氏 高橋 亮 浦河 中島牧場 494＋ 6 〃 クビ 73．9�
24 クリノコマチ 牝7栗 50 嶋田 純次栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 460＋ 21：08．9クビ 268．8�
715 ト シ ザ キ ミ 牝7鹿 51 酒井 学上村 利幸氏 �島 一歩 浦河 浦河小林牧場 496＋ 2 〃 アタマ 36．9�
59 スノーエンジェル 牝6芦 51 岡田 祥嗣三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 466＋181：09．0� 42．9�
35 エリーティアラ 牝6青鹿50 西村 淳也谷川 正純氏 武市 康男 新ひだか 土田農場 476－ 4 〃 クビ 222．3�
48 アイファープリティ 牝5鹿 52 中谷 雄太中島 稔氏 �島 一歩 新冠 川上 悦夫 460＋121：09．21	 61．4�
12 スカイパッション 牝6栗 51 加藤 祥太小林都美子氏 作田 誠二 日高 下河辺牧場 462＋ 41：09．3� 39．1�
816 メイソンジュニア 牡4鹿 56 小崎 綾也 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 490＋101：09．51	 43．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 50，441，200円 複勝： 69，957，900円 枠連： 39，436，500円
馬連： 169，973，000円 馬単： 62，934，400円 ワイド： 93，053，000円
3連複： 267，711，800円 3連単： 330，771，000円 計： 1，084，278，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 290円 � 210円 � 350円 枠 連（4－7） 2，130円

馬 連 �� 2，940円 馬 単 �� 6，150円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 1，720円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 10，180円 3 連 単 ��� 56，570円

票 数

単勝票数 計 504412 的中 � 46231（5番人気）
複勝票数 計 699579 的中 � 61371（6番人気）� 95681（2番人気）� 47250（7番人気）
枠連票数 計 394365 的中 （4－7） 14296（11番人気）
馬連票数 計1699730 的中 �� 44778（14番人気）
馬単票数 計 629344 的中 �� 7672（30番人気）
ワイド票数 計 930530 的中 �� 20754（13番人気）�� 13801（20番人気）�� 17136（19番人気）
3連複票数 計2677118 的中 ��� 19708（33番人気）
3連単票数 計3307710 的中 ��� 4239（187番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．2―11．4―11．0―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．0―45．4―56．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．3―3F34．1
3 7（8，14）（6，11，17）（9，18）（3，10，13，16）（4，15）（2，5）12，1 4 7（8，14）（6，11，17）16（3，9，13，18）（4，10，15）5（2，12）1

勝馬の
紹 介

イエローマリンバ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2018．2．13 小倉2着

2015．3．1生 牝3青鹿 母 マーキーアトラクション 母母 Golden Attraction 8戦4勝 賞金 54，714，000円
※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） 6頭 イオラニ号・サダムリスペクト号・パーリオミノル号・ファミーユボヌール号・ブロワ号・ラホーヤビーチ号

3501212月1日 晴 良 （30中京4）第1日 第12競走 ��
��1，400�

た か や ま

高 山 特 別
発走16時10分 （ダート・左）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳56�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 448，000円 128，000円 64，000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 クリノフラッシュ 牝3青鹿54 松山 弘平栗本 博晴氏 橋田 満 日高 白井牧場 B432＋ 21：24．9 35．4�
612 メイショウラケーテ 牡4黒鹿57 池添 謙一松本 好�氏 松永 昌博 新ひだか 稲葉牧場 458－ 21：25．11� 1．9�
815 アイアムジュピター 牡4鹿 57 佐藤 友則堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 502＋ 21：25．2� 236．9�

（笠松）

714 ディサーニング 牡3鹿 56 藤岡 康太ゴドルフィン 加藤 征弘 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 506－ 41：25．3� 9．4�

816 ココロノイコロ 牡3黒鹿56 黛 弘人海谷 幸司氏 高橋 祥泰 新ひだか 谷岡牧場 446＋ 61：25．4� 83．3�
35 テ ィ カ ル 	3鹿 56 太宰 啓介 	カナヤマホール

ディングス 池添 学 日高 天羽牧場 504＋141：25．71
 78．1

510 アスカノハヤテ 牡4鹿 57 �島 克駿豊田 智郎氏 川村 禎彦 新ひだか 山際セントラルスタッド 474＋ 6 〃 アタマ 9．2�
24 シトラスクーラー 	5鹿 57 柴山 雄一	G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 470＋ 61：26．12 50．6�
23 メイショウアテン 牝4鹿 55 吉田 隼人松本 好雄氏 和田 勇介 様似 中脇 一幸 468± 01：26．2� 61．4
713 ライジングドラゴン 牡3芦 56 小崎 綾也鈴木 義孝氏 吉田 直弘 新冠 芳住 鉄兵 426－10 〃 クビ 10．2�
11 クレスコブレイブ 牡4栗 57 岡田 祥嗣堀川 三郎氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム B512＋ 21：26．3� 37．0�
47 ジェイケイマッチョ 	3鹿 56 酒井 学小谷野次郎氏 松永 康利 新冠 村上 欽哉 B474－ 81：26．51 7．7�
59 � トーセンロザリオ 牝3栗 54 荻野 極島川 �哉氏 田村 康仁 愛 Dance For

Fun Syndicate 478＋101：26．71 7．4�
12 ゴールドアピール 牝4鹿 55 杉原 誠人居城 寿与氏 天間 昭一 新冠 北勝ファーム 464＋ 21：26．8
 58．2�
48 カフジフェニックス 牡3芦 56 中谷 雄太加藤 守氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 472＋ 41：27．11
 93．0�
36 マ ッ セ ル 牡4鹿 57 高倉 稜	ノースヒルズ 森田 直行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464＋ 41：28．16 262．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，850，400円 複勝： 49，596，000円 枠連： 21，574，400円
馬連： 84，438，400円 馬単： 39，150，900円 ワイド： 58，621，400円
3連複： 127，228，700円 3連単： 169，388，600円 計： 590，848，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，540円 複 勝 � 760円 � 130円 � 1，860円 枠 連（6－6） 3，230円

馬 連 �� 3，780円 馬 単 �� 10，870円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 34，380円 �� 6，190円

3 連 複 ��� 132，520円 3 連 単 ��� 858，780円

票 数

単勝票数 計 408504 的中 � 9209（7番人気）
複勝票数 計 495960 的中 � 12453（9番人気）� 158275（1番人気）� 4798（15番人気）
枠連票数 計 215744 的中 （6－6） 5163（10番人気）
馬連票数 計 844384 的中 �� 17278（13番人気）
馬単票数 計 391509 的中 �� 2699（36番人気）
ワイド票数 計 586214 的中 �� 12395（13番人気）�� 430（112番人気）�� 2410（56番人気）
3連複票数 計1272287 的中 ��� 720（222番人気）
3連単票数 計1693886 的中 ��� 143（1241番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．6―12．5―12．8―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．1―34．7―47．2―1：00．0―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリノフラッシュ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．11．5 京都5着

2015．5．31生 牝3青鹿 母 ホーネットピアス 母母 ダイナシユート 10戦2勝 賞金 18，648，000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。
（非当選馬） 1頭 エルメネジルド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（30中京4）第1日 12月1日（土曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 192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

192，420，000円
15，190，000円
1，530，000円
21，290，000円
78，821，500円
4，992，000円
1，843，200円

勝馬投票券売得金
346，351，800円
462，369，700円
178，828，800円
662，559，600円
309，163，100円
468，604，700円
975，216，400円
1，271，697，500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 4，674，791，600円

総入場人員 14，303名 （有料入場人員 12，220名）
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