
3501312月2日 晴 良 （30中京4）第2日 第1競走 ��1，200�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
1：12．2
1：10．2

良
不良

714 タマモクレマチス 牝2鹿 54
52 △富田 暁タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 436－ 61：13．5 12．4�

816 ヘ ル メ ッ ト 牝2栗 54 M．デムーロ�飛野牧場 岡田 稲男 新ひだか 飛野牧場 500± 01：13．6� 1．7�
612 イチバンヤリ 牡2黒鹿55 吉田 隼人岡 浩二氏 松永 幹夫 浦河 辻 牧場 492＋ 21：13．92 17．2�
23 オールミラージュ 牡2栗 55

53 △横山 武史田頭 勇貴氏 伊藤 正徳 新冠 スカイビーチステーブル 440＋ 21：14．21� 131．3�
24 ジョートラジャ 牡2芦 55 �島 克駿上田けい子氏 松下 武士 浦河 斉藤 政志 528± 01：14．52 15．8	
48 シ ッ ト リ 牝2鹿 54 長岡 禎仁�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 494± 01：14．6� 149．0

59 エルガナドール 牝2鹿 54 C．ルメール 久保 博文氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 450＋ 41：14．7� 6．2�
12 トライゲッター 牡2黒鹿55 川須 栄彦畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 中島牧場 496＋ 41：15．02 21．1�
11 ビーサプライズド 牝2鹿 54 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 新冠 ビッグレッドファーム 444－ 41：15．1� 109．5
713 テイエムロケット 牡2鹿 55 菱田 裕二竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 カミイスタット 468± 01：15．63 165．6�
510 クールリアル 牡2鹿 55 C．デムーロ 川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 沖田 博志 460－ 21：15．7クビ 8．3�

（仏）

36 エスペランサ 牝2鹿 54 M．グティエレス 平本 敏夫氏 大江原 哲 浦河 山口 義彦 408－ 2 〃 クビ 21．9�
（米）

815 フェアリースキップ 牝2鹿 54
53 ☆井上 敏樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 林 徹 新ひだか タイヘイ牧場 410－ 21：16．33� 138．4�
611 パッションフラワー 牝2鹿 54

51 ▲三津谷隼人深見 富朗氏 田所 秀孝 新ひだか 前川 勝春 410＋ 21：17．04 193．3�
35 トシノファイン 牡2黒鹿55 黛 弘人中澤 利文氏 本間 忍 新ひだか 大滝 康晴 448＋121：17．1� 405．8�
47 ジャンビーヤ 牡2青鹿55 岩部 純二�ミルファーム 萱野 浩二 日高 若林 順一 456－ 21：17．41� 137．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，961，900円 複勝： 37，643，900円 枠連： 9，909，400円
馬連： 34，304，200円 馬単： 21，322，400円 ワイド： 27，546，800円
3連複： 55，533，200円 3連単： 76，594，100円 計： 282，815，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 210円 � 110円 � 250円 枠 連（7－8） 670円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 2，380円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，280円 �� 440円

3 連 複 ��� 2，120円 3 連 単 ��� 16，610円

票 数

単勝票数 計 199619 的中 � 13564（4番人気）
複勝票数 計 376439 的中 � 25698（4番人気）� 205940（1番人気）� 19238（6番人気）
枠連票数 計 99094 的中 （7－8） 11376（2番人気）
馬連票数 計 343042 的中 �� 38001（3番人気）
馬単票数 計 213224 的中 �� 6706（10番人気）
ワイド票数 計 275468 的中 �� 27030（2番人気）�� 4857（14番人気）�� 15849（4番人気）
3連複票数 計 555332 的中 ��� 19600（6番人気）
3連単票数 計 765941 的中 ��� 3342（52番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．3―12．6―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．8―36．1―48．7―1：00．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモクレマチス �
�
父 ベルシャザール �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2018．7．7 中京9着

2016．4．6生 牝2鹿 母 チャームナデシコ 母母 ナ デ シ コ 5戦1勝 賞金 8，300，000円
※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） 4頭 アスカノダイチ号・グラスボイジャー号・クールティアラ号・タカノオージャ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3501412月2日 晴 良 （30中京4）第2日 第2競走 ��1，800�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
1：48．9
1：47．8

重
重

45 エイシンセラード 牝3栗 54 福永 祐一�栄進堂 今野 貞一 浦河 川越ファーム 516＋161：53．0 2．4�
33 カリーニョミノル 牝4鹿 55 戸崎 圭太吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 490± 01：53．31� 4．8�
69 ダンツチョイス 牝3栗 54 横山 典弘山元 哲二氏 本田 優 日高 天羽牧場 450＋ 6 〃 クビ 10．2�
11 トラストマヴィア 牝5黒鹿55 藤懸 貴志菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 松浦牧場 492＋ 21：53．51 27．4�
44 カーネリアン 牝4鹿 55 J．モレイラ林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 488± 0 〃 アタマ 2．8�

（伯刺）

711 チェリーボンボン 牝4青鹿 55
53 △富田 暁山内 邦一氏 木原 一良 新ひだか 松本牧場 452＋ 41：54．35 142．3	

812 クラウンロマン 牝5芦 55 吉田 隼人矢野まり子氏 小野 次郎 新冠 ヤマタケ牧場 462－ 21：54．4クビ 17．4

68 エバーパッション 牝5青鹿 55

53 △横山 武史宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 448＋ 21：55．03� 300．8�
710 メイショウイザナミ 牝3鹿 54 C．デムーロ 松本 好雄氏 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444＋161：55．1� 28．7�
（仏）

57 � アイファーショコラ 牝4栗 55 小牧 太中島 稔氏 作田 誠二 新ひだか 野表 篤夫 432＋ 61：55．42 473．4
22 ガーランドワルツ 牝4鹿 55

52 ▲西村 淳也 �シルクレーシング 武 英智 安平 ノーザンファーム B470± 01：55．5� 56．4�
813 クインズオライリー 牝3芦 54

51 ▲三津谷隼人亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 464＋201：56．45 207．8�
56 サイレントアスカ 牝4鹿 55 柴山 雄一髙野 哲氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 490＋201：56．5� 49．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 25，387，100円 複勝： 27，296，000円 枠連： 9，201，900円
馬連： 36，322，900円 馬単： 21，388，100円 ワイド： 28，933，500円
3連複： 55，929，700円 3連単： 83，927，900円 計： 288，387，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 130円 � 220円 枠 連（3－4） 300円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 320円 �� 640円 �� 620円

3 連 複 ��� 2，340円 3 連 単 ��� 6，460円

票 数

単勝票数 計 253871 的中 � 83326（1番人気）
複勝票数 計 272960 的中 � 57120（3番人気）� 59845（2番人気）� 23742（4番人気）
枠連票数 計 92019 的中 （3－4） 23355（1番人気）
馬連票数 計 363229 的中 �� 40129（3番人気）
馬単票数 計 213881 的中 �� 16742（4番人気）
ワイド票数 計 289335 的中 �� 25073（3番人気）�� 11047（7番人気）�� 11451（6番人気）
3連複票数 計 559297 的中 ��� 17883（6番人気）
3連単票数 計 839279 的中 ��� 9407（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．9―49．6―1：01．9―1：14．5―1：27．4―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エイシンセラード �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2018．3．3 阪神5着

2015．3．7生 牝3栗 母 エーシンアマゾーン 母母 ワイオミングガール 3戦2勝 賞金 13，100，000円
※アイファーショコラ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

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２日



3501512月2日 晴 良 （30中京4）第2日 第3競走 ��1，400�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 1，900，000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

612 ラブリーイレブン 牝3栗 54 戸崎 圭太吉野加壽代氏 松元 茂樹 日高 浜本牧場 436＋ 81：24．8 9．6�
59 ブライトエンパイア 牡3鹿 56 福永 祐一杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 448＋ 41：25．22� 7．2�
48 シゲルベンガルトラ 牡4栗 57 横山 典弘森中 蕃氏 和田 勇介 新冠 石田牧場 480＋141：25．3� 7．7�
815 ロトヴィグラス 牡3栗 56

54 △横山 武史國武 佳博氏 高市 圭二 新ひだか 沖田 哲夫 466＋ 2 〃 アタマ 74．4�
714 チ カ リ ー タ 牝5芦 55 M．デムーロ�キーファーズ 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 462－ 8 〃 クビ 3．0�
47 トラストロン 牝3黒鹿54 J．モレイラ菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 森永 聡 442－ 81：25．4� 4．4	

（伯刺）

816 エ テ ル ニ テ 牝3青鹿 54
52 △富田 暁青山 洋一氏 平田 修 日高 白井牧場 502＋ 61：25．5クビ 9．8


12 ウィンターパレス 牝3青鹿54 内田 博幸 H.R.H．プリンセス・ハヤ 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 492－ 21：25．6� 57．3�

611 メイショウドウドウ 牡3黒鹿56 秋山真一郎松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 476＋ 8 〃 アタマ 55．4�
36 スーサンドン 牡3鹿 56 M．グティエレス 林 千枝子氏 安田 翔伍 浦河 浦河日成牧場 482＋101：25．7� 28．5

（米）

510 タガノタイト 牡3鹿 56 �島 克駿八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 466＋ 81：25．8� 18．8�

11 	 リュウシンベガス 牡4黒鹿57 松山 弘平桑畑 �信氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 504－ 61：26．54 98．2�
35 ロードザナドゥ 牡3黒鹿56 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 橋田 満 新ひだか ケイアイファーム 480－ 21：26．81� 18．2�
713 エスカラード 牡5鹿 57 菱田 裕二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド B470＋ 81：27．33 92．0�
23 マーブルタンギー 牡3鹿 56

53 ▲西村 淳也下村 直氏 池添 兼雄 日高 厚賀古川牧場 B482＋141：28．15 359．9�
24 	 グッドフェローズ 牡4栗 57 柴山 雄一石川 眞実氏 本間 忍 新ひだか 千代田牧場 504－ 21：28．84 179．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，608，500円 複勝： 44，927，800円 枠連： 12，135，900円
馬連： 49，752，600円 馬単： 22，783，500円 ワイド： 41，392，800円
3連複： 75，397，300円 3連単： 84，644，900円 計： 360，643，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 290円 � 230円 � 280円 枠 連（5－6） 1，840円

馬 連 �� 3，340円 馬 単 �� 7，150円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 1，230円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 7，940円 3 連 単 ��� 53，080円

票 数

単勝票数 計 296085 的中 � 24449（5番人気）
複勝票数 計 449278 的中 � 39289（5番人気）� 55067（3番人気）� 40132（4番人気）
枠連票数 計 121359 的中 （5－6） 5085（9番人気）
馬連票数 計 497526 的中 �� 11540（13番人気）
馬単票数 計 227835 的中 �� 2389（28番人気）
ワイド票数 計 413928 的中 �� 10199（11番人気）�� 8628（14番人気）�� 9285（12番人気）
3連複票数 計 753973 的中 ��� 7119（25番人気）
3連単票数 計 846449 的中 ��� 1156（161番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．7―12．5―12．6―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．1―47．6―1：00．2―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラブリーイレブン �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．6．17 阪神4着

2015．2．16生 牝3栗 母 カノヤザミラクル 母母 ウッドマンズシック 14戦2勝 賞金 22，803，000円
※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 グラスルーナ号・サンライズフォルテ号・リープスプラウト号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3501612月2日 晴 良 （30中京4）第2日 第4競走 ��2，000�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
2：02．2
1：59．6

良
良

22 ミトノマルーン 牡2黒鹿55 松山 弘平ロイヤルパーク 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 482± 02：03．0 6．5�
66 レティキュール 牝2鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 420－ 2 〃 クビ 1．7�
55 シャンタンエドゥー 牝2栗 54 福永 祐一�ノースヒルズ 松田 国英 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444－ 62：03．31� 17．3�
33 マスターフェンサー 牡2栗 55

53 △横山 武史吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 492＋ 62：03．51� 15．0�
78 トゥーフラッシー 牝2鹿 54 M．グティエレス 西森 鶴氏 高市 圭二 新ひだか グローリーファーム 456＋ 22：03．82 7．0	

（米）

89 インナーハート 牡2鹿 55 C．デムーロゴドルフィン 吉村 圭司 愛 Godolphin 506－122：04．11� 6．6

（仏）

77 オンワードセルフ 牡2鹿 55 藤岡 佑介樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 484＋ 62：04．2� 196．0�
11 シャイニングデイズ 牡2鹿 55 松田 大作杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 478－ 2 〃 クビ 56．6�
810 ケイティマドンナ 牝2栗 54 �島 克駿瀧本 和義氏 杉山 晴紀 新ひだか 岡野牧場 462－ 22：04．52 298．7
44 ローザノワール 牝2青鹿54 戸崎 圭太渡邉 直樹氏 西園 正都 日高 下河辺牧場 450＋ 42：04．92� 36．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 30，584，700円 複勝： 54，968，100円 枠連： 6，109，500円
馬連： 38，190，400円 馬単： 26，229，500円 ワイド： 33，320，500円
3連複： 45，241，300円 3連単： 101，073，100円 計： 335，717，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 160円 � 110円 � 270円 枠 連（2－6） 480円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 220円 �� 840円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，550円 3 連 単 ��� 9，250円

票 数

単勝票数 計 305847 的中 � 38910（2番人気）
複勝票数 計 549681 的中 � 48952（4番人気）� 318843（1番人気）� 22317（6番人気）
枠連票数 計 61095 的中 （2－6） 9724（2番人気）
馬連票数 計 381904 的中 �� 68702（1番人気）
馬単票数 計 262295 的中 �� 12585（6番人気）
ワイド票数 計 333205 的中 �� 46226（2番人気）�� 8664（12番人気）�� 19479（5番人気）
3連複票数 計 452413 的中 ��� 21862（5番人気）
3連単票数 計1010731 的中 ��� 7917（32番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―13．0―12．8―12．8―12．4―12．8―12．0―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．5―37．5―50．3―1：03．1―1：15．5―1：28．3―1：40．3―1：51．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミトノマルーン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2018．10．27 京都2着

2016．2．14生 牡2黒鹿 母 プロモーション 母母 アサーション 3戦1勝 賞金 8，550，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3501712月2日 晴 良 （30中京4）第2日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時15分 （芝・左）
新馬；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
1：21．5
1：20．3

良
良

815� フォッサマグナ 牡2黒鹿55 C．ルメール 吉田 和美氏 藤沢 和雄 米 Lofts Hall
Stud 466 ―1：21．7 1．8�

11 ランスオブプラーナ 牡2黒鹿55 横山 典弘五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 458 ―1：22．12� 28．5�
816 カレングロリアーレ 牡2鹿 55 	島 克駿鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 450 ― 〃 アタマ 43．5�
24 テーオーアマゾン 牡2青鹿55 吉田 隼人小笹 公也氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 482 ―1：22．31
 16．4�
510 ドナブライドル 牝2芦 54 藤岡 佑介山田 貢一氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 446 ―1：22．72� 196．7�
12 � ステラインアテーザ 牡2芦 55 福永 祐一加藤 誠氏 中竹 和也 加

James Everatt, Jane-
ane Everatt & Arika
Everatt－Meeuse

510 ― 〃 クビ 3．8�
48 マルヨサキチャン 牝2鹿 54 長岡 禎仁野村 春行氏 杉山 晴紀 浦河 鈴木 武蔵 478 ―1：22．91
 53．7	
612 ミュークルクラス 牡2栗 55 太宰 啓介庄司 修二氏 沖 芳夫 新ひだか 坂本牧場 452 ―1：23．11� 186．7

36 � チャリオット 牝2芦 54 戸崎 圭太�ラ・メール 松下 武士 愛 La Mere

Co. Ltd 454 ―1：23．2� 19．9�
35 サクラトップハロー 牡2黒鹿55 菱田 裕二�トップフェロウ中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 422 ―1：23．3� 165．7
611 カメットテソーロ 牡2鹿 55 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 新冠 村上 欽哉 B510 ―1：23．51
 62．9�
23 セレッソノワール 牝2青鹿54 松山 弘平三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 カナイシスタッド 418 ― 〃 ハナ 183．8�
713 ペイシャラストパイ 牡2鹿 55

53 △富田 暁北所 直人氏 坂口 正則 新冠 隆栄牧場 490 ―1：23．6� 236．4�
714 ケイアイサクソニー 牡2鹿 55 小牧 太亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 488 ―1：24．23� 18．1�
47 パピヨナージュ 牝2黒鹿54 C．デムーロ �シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 424 ―1：24．3クビ 12．2�

（仏）

59 エーティーキンセイ 牡2鹿 55 秋山真一郎荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新冠 川島牧場 504 ―1：25．36 74．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，526，100円 複勝： 40，038，800円 枠連： 11，176，000円
馬連： 38，758，400円 馬単： 24，413，700円 ワイド： 31，956，100円
3連複： 55，316，000円 3連単： 80，050，100円 計： 318，235，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 390円 � 560円 枠 連（1－8） 340円

馬 連 �� 2，180円 馬 単 �� 2，630円

ワ イ ド �� 960円 �� 1，010円 �� 5，590円

3 連 複 ��� 10，550円 3 連 単 ��� 28，290円

票 数

単勝票数 計 365261 的中 � 168557（1番人気）
複勝票数 計 400388 的中 � 174311（1番人気）� 16582（7番人気）� 10892（8番人気）
枠連票数 計 111760 的中 （1－8） 25245（1番人気）
馬連票数 計 387584 的中 �� 13771（7番人気）
馬単票数 計 244137 的中 �� 6962（7番人気）
ワイド票数 計 319561 的中 �� 8796（10番人気）�� 8303（11番人気）�� 1410（45番人気）
3連複票数 計 553160 的中 ��� 3930（33番人気）
3連単票数 計 800501 的中 ��� 2051（72番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．5―35．1―47．2―58．8―1：10．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フォッサマグナ �
�
父 War Front �

�
母父 Lahib 初出走

2016．4．3生 牡2黒鹿 母 River Belle 母母 Dixie Favor 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出走取消馬 アレジェンス号（疾病〔右後肢跛行〕のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3501812月2日 晴 良 （30中京4）第2日 第6競走 ��1，200�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
1：06．7
1：06．5

良
良

817 ボーンスキルフル 牝3青鹿54 J．モレイラ吉田 千津氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 448＋ 61：08．4 5．2�
（伯刺）

510 スリーケープマンボ 牡3鹿 56 松田 大作永井商事� 武 英智 浦河 信岡牧場 500＋ 41：08．5� 8．7�
714 クインズチャパラ 牝3鹿 54 福永 祐一亀田 和弘氏 野中 賢二 新冠 新冠橋本牧場 460＋121：08．6� 6．1�
36 アリエスムーン 牝7青鹿 55

53 △富田 暁橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 454＋ 61：08．7� 42．3�
713 ドロウアカード 牝4栗 55 C．ルメール �G1レーシング 角田 晃一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋12 〃 ハナ 2．4�
611 リーゼントアイリス 牝3黒鹿54 川須 栄彦三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 416－ 41：08．91� 106．9	
11 マ ジ ョ ラ ム 牝4鹿 55 	島 克駿�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448＋ 4 〃 クビ 9．5

47 ポルボローネ 牝6栗 55 藤岡 佑介小林都美子氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 444± 0 〃 ハナ 89．4�
48 モンテヴェルデ 牡4青鹿57 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 友田牧場 474＋ 61：09．0クビ 10．1�
715 ハトマークワルツ 牝4栗 55 藤懸 貴志山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 430＋ 4 〃 クビ 77．6
24 
 チタンクレバー 牝5青鹿 55

53 △横山 武史鈴木 康弘氏 古賀 史生 新冠 村上 欽哉 438＋ 21：09．21� 91．5�
816
 アーツレイジング 牝3黒鹿54 松山 弘平三浦 勝仁氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 474－ 41：09．3クビ 169．4�
818 シ ト リ カ 牝3鹿 54 戸崎 圭太水上 行雄氏 牧浦 充徳 新冠 競優牧場 422－ 6 〃 クビ 72．9�
35 
 ジ ェ ス ロ �5鹿 57 長岡 禎仁松田 整二氏 杉山 晴紀 浦河 小島牧場 438＋ 21：09．4クビ 127．7�
59 
 スリーオリジン 牝4芦 55 竹之下智昭永井商事� 武 英智 浦河 信岡牧場 402－14 〃 アタマ 304．4�
12 ボ ウ ル ズ 牝3鹿 54

53 ☆井上 敏樹ニッシンレーシング 小崎 憲 千歳 社台ファーム 452＋ 2 〃 クビ 107．8�
612 ブレイズガール 牝5鹿 55 菱田 裕二岡田 牧雄氏 飯田 雄三 日高 旭 牧場 B490－ 41：09．5� 16．8�
23 
 ラインジェット 牡4黒鹿 57

54 ▲西村 淳也大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 438± 01：10．03 250．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 31，435，200円 複勝： 38，532，100円 枠連： 13，466，700円
馬連： 46，637，800円 馬単： 22，832，300円 ワイド： 39，789，000円
3連複： 75，114，300円 3連単： 86，771，000円 計： 354，578，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 170円 � 230円 � 220円 枠 連（5－8） 2，680円

馬 連 �� 3，000円 馬 単 �� 5，980円

ワ イ ド �� 990円 �� 860円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 8，050円 3 連 単 ��� 45，190円

票 数

単勝票数 計 314352 的中 � 48188（2番人気）
複勝票数 計 385321 的中 � 63543（2番人気）� 39707（4番人気）� 44579（3番人気）
枠連票数 計 134667 的中 （5－8） 3884（9番人気）
馬連票数 計 466378 的中 �� 12018（8番人気）
馬単票数 計 228323 的中 �� 2863（16番人気）
ワイド票数 計 397890 的中 �� 10404（9番人気）�� 12081（7番人気）�� 7398（15番人気）
3連複票数 計 751143 的中 ��� 6995（22番人気）
3連単票数 計 867710 的中 ��� 1392（121番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―11．0―11．4―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．6―33．6―45．0―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボーンスキルフル �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．1．28 東京6着

2015．4．3生 牝3青鹿 母 ボーンスター 母母 ボーンフェイマス 7戦2勝 賞金 16，200，000円
〔制裁〕 ブレイズガール号の騎手菱田裕二は，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：9番・8番・5

番）
※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。
（非当選馬） 2頭 アイファーショコラ号・クロンヌデトワール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3501912月2日 晴 良 （30中京4）第2日 第7競走 ��
��1，800�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 375，000
375，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

23 ダンサクドゥーロ 牡4芦 57 小牧 太吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 514＋ 41：53．8 2．7�
58 キングブラック 牡3鹿 56 柴山 雄一伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 506－ 81：54．11� 39．9�
11 エンパイアミライ 牡3黒鹿56 J．モレイラ田畑 利彦氏 西村 真幸 浦河 梅田牧場 500－ 8 〃 クビ 2．6�

（伯刺）

47 メトロポリス 牡4青鹿57 福永 祐一堂守 貴志氏 吉村 圭司 新冠 新冠橋本牧場 534± 01：54．2	 6．1�
46 ゴールドインゴット 牡5黒鹿57 高田 潤玉井 宏和氏 湯窪 幸雄 浦河 小倉牧場 488± 01：54．62 52．5�
59 スズカマイゲスト 牡4鹿 57 
島 克駿永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 B488＋20 〃 同着 140．1�
713 ミトノブラック 牡3青鹿56 松山 弘平ロイヤルパーク 田所 秀孝 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 472＋ 6 〃 アタマ 39．0	
815 プ タ ハ 牡3鹿 56 M．グティエレス 髙瀬 真尚氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 B528＋ 21：54．92 24．9


（米）

712 メイショウバルコラ 牡3鹿 56
53 ▲西村 淳也松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 512＋ 61：55．32 14．6�

610� ダノンハーレー 牡4青鹿57 藤岡 佑介�ダノックス 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 494－20 〃 ハナ 18．9
34 デルマアブサン 牡3鹿 56

54 △横山 武史浅沼 廣幸氏 藤原 辰雄 千歳 社台ファーム 460－ 21：55．4� 401．3�
611� ソールライト 牡3芦 56 吉田 隼人畑佐 博氏 蛯名 利弘 新ひだか 沖田 博志 486＋ 61：56．14 16．7�
22 ニシノベイオウルフ 牡3黒鹿56 菱田 裕二西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 492± 01：56．42 109．6�
35 ミスタープリサイス 牡3黒鹿56 三浦 皇成髙岸 順一氏 高橋 文雅 浦河 高岸 順一 492－ 41：56．72 110．0�
814 チャーチタウン 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 田所 秀孝 新冠 オリエント牧場 520＋101：56．8クビ 49．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 30，755，600円 複勝： 34，904，200円 枠連： 13，188，800円
馬連： 48，526，400円 馬単： 24，787，800円 ワイド： 39，239，500円
3連複： 71，549，400円 3連単： 95，005，500円 計： 357，957，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 530円 � 130円 枠 連（2－5） 2，940円

馬 連 �� 6，260円 馬 単 �� 7，770円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 180円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 3，910円 3 連 単 ��� 26，740円

票 数

単勝票数 計 307556 的中 � 89849（2番人気）
複勝票数 計 349042 的中 � 93394（1番人気）� 9835（9番人気）� 76611（2番人気）
枠連票数 計 131888 的中 （2－5） 3472（11番人気）
馬連票数 計 485264 的中 �� 6007（17番人気）
馬単票数 計 247878 的中 �� 2391（22番人気）
ワイド票数 計 392395 的中 �� 5978（16番人気）�� 73177（1番人気）�� 5539（18番人気）
3連複票数 計 715494 的中 ��� 13704（9番人気）
3連単票数 計 950055 的中 ��� 2575（72番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―36．7―49．6―1：02．2―1：14．9―1：27．9―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダンサクドゥーロ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．11．12 京都2着

2014．5．10生 牡4芦 母 ファーレサルティ 母母 ケイティーズファースト 22戦3勝 賞金 52，837，000円
※キングブラック号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3502012月2日 晴 良 （30中京4）第2日 第8競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時45分 （芝・左）
500万円以下；負担重量は，3歳55�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
2：09．9
2：09．9

良
良

47 レッドヴァール 牝3鹿 53 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 466－ 62：13．6 5．3�
11 ドリームスピリット 牡3鹿 55 C．ルメール 落合 幸弘氏 武藤 善則 様似 中村 俊紀 502＋ 8 〃 ハナ 2．6�
59 ヘブンリーデイズ 牡3鹿 55 川須 栄彦 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452＋ 62：13．81� 8．8�
611 ニッポンテイオー 牡3鹿 55 C．デムーロ 新谷 幸義氏 大久保龍志 日高 チャンピオン

ズファーム 456－ 8 〃 クビ 12．9�
（仏）

816 インヴィクタ 牡4黒鹿57 M．デムーロ佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 490＋ 8 〃 ハナ 3．4	
23 マ ナ ロ ー ラ 牝4黒鹿55 藤岡 佑介前田 幸治氏 	島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456＋ 62：13．9クビ 16．2

612
 スリープレッピー �5黒鹿 57

54 ▲西村 淳也永井商事� 藤沢 則雄 新ひだか グランド牧場 460－ 6 〃 クビ 217．8�
35 シャイニーピース 牡4鹿 57 秋山真一郎小林 昌志氏 武 幸四郎 平取 雅 牧場 494＋ 42：14．21� 39．1�
817 シェアザモーメント 牡4鹿 57 福永 祐一 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 474＋142：14．3 18．7
713 マイネルパンドーロ 牡4黒鹿57 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 484＋ 42：14．72 33．3�
818 ウイングセクション 牡3栗 55 吉田 隼人 �サンデーレーシング 田中 剛 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋102：14．91 109．3�
24 
 エスコフィオン 牝4鹿 55 内田 博幸吉田 照哉氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 430－ 22：15．0クビ 216．3�
12 クラウンマグマ �5黒鹿57 柴山 雄一矢野 恭裕氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 446－14 〃 アタマ 507．4�
715 インザサイレンス 牡5芦 57 菱田 裕二岡田 隆寛氏 石栗 龍彦 新ひだか 岡田 猛 480－182：15．42 456．3�
36 
 ラッシュワールド 牡4栗 57 竹之下智昭小林 哲之氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 474± 02：15．82 409．1�
48 
 ピンクスパイダー 牡4鹿 57 小牧 太廣松 金次氏 服部 利之 日高 北田 剛 440－132：16．01� 270．1�
510 スターリバー 牝3栗 53 大庭 和弥田頭 勇貴氏 松永 康利 新ひだか 山田牧場 448＋242：16．42 652．2�
714
 タニマサベーカ 牡3鹿 55 黛 弘人谷 研司氏 大和田 成 新冠 堤 牧場 452＋ 62：17．89 505．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 38，563，400円 複勝： 42，711，700円 枠連： 14，667，900円
馬連： 71，023，400円 馬単： 29，867，500円 ワイド： 43，046，200円
3連複： 84，280，200円 3連単： 105，888，700円 計： 430，049，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 220円 � 130円 � 220円 枠 連（1－4） 720円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 380円 �� 780円 �� 490円

3 連 複 ��� 2，390円 3 連 単 ��� 9，220円

票 数

単勝票数 計 385634 的中 � 58051（3番人気）
複勝票数 計 427117 的中 � 44005（3番人気）� 106186（1番人気）� 42204（4番人気）
枠連票数 計 146679 的中 （1－4） 15644（2番人気）
馬連票数 計 710234 的中 �� 80659（2番人気）
馬単票数 計 298675 的中 �� 20919（2番人気）
ワイド票数 計 430462 的中 �� 30777（2番人気）�� 13254（10番人気）�� 22552（4番人気）
3連複票数 計 842802 的中 ��� 26372（4番人気）
3連単票数 計1058887 的中 ��� 8320（15番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．7―13．2―13．2―13．0―11．7―12．0―11．6―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�
12．5―23．7―35．4―48．6―1：01．8―1：14．8―1：26．5―1：38．5―1：50．1―2：01．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F35．1
1
3

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

2
4

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

レッドヴァール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2017．9．3 小倉2着

2015．2．20生 牝3鹿 母 レッドヴァージン 母母 Lafirma 2戦1勝 賞金 10，300，000円
〔発走状況〕 インヴィクタ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
※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 ダブルバインド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3502112月2日 晴 良 （30中京4）第2日 第9競走 ��
��1，600�

と よ か わ

豊 川 特 別
発走14時15分 （芝・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 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：30．7

良
良

610 ト ラ イ ン 牡3鹿 56 藤岡 佑介大野 照旺氏 浜田多実雄 新ひだか タイヘイ牧場 458－ 61：33．3 11．4�
34 パ ル マ リ ア 牡3鹿 56 C．デムーロ 吉田 和美氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 530＋ 8 〃 クビ 7．7�

（仏）

59 ブレイニーラン 牡3鹿 56 M．デムーロ �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 448± 01：33．72� 9．1�
22 ソロフレーズ 牡3青鹿56 C．ルメールゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482± 0 〃 クビ 5．8�
35 サトノマックス 牡4鹿 57 J．モレイラ里見 治紀氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 492± 01：33．91 1．9�

（伯刺）

23 ラルムドール 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �社台レースホース松元 茂樹 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 510＋121：34．21	 27．2	

713 リープフラウミルヒ 牝3黒鹿54 三浦 皇成 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 412－16 〃 クビ 85．5�

47 イ ル ル ー メ 牡3黒鹿56 M．グティエレス 西森 鶴氏 高市 圭二 浦河 田中スタッド 488＋ 21：34．41 229．5�
（米）

815 ブラゾンダムール 牡3黒鹿56 
島 克駿
G1レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム 480＋141：34．5� 28．6
11 � オリエンタルポリス 牡5芦 57 小牧 太下井 道博氏 服部 利之 浦河 東栄牧場 492＋ 41：34．6	 300．7�
611 アマルティア 牝5黒鹿55 松山 弘平�ターフ・スポート作田 誠二 日高 幾千世牧場 468＋ 4 〃 クビ 118．7�
814� ゴールドハット 4黒鹿57 福永 祐一合同会社小林英一

ホールディングス 中竹 和也 米 Lester Kwok &
Dr. Naoya Yoshida 416－ 4 〃 ハナ 7．8�

58 ブライティアシップ 牝3鹿 54 横山 武史小林 昌志氏 伊藤 正徳 平取 雅 牧場 416－ 21：35．13 212．6�
712� ヴァイスジーニー 牡4芦 57 太宰 啓介 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柄崎 孝 米
Janes Everatt, Janeane Ever-
att, Arika Everatt－Meeuse &
Calmar Stables

518± 01：35．31� 420．9�
46 アドナルシー 牡5黒鹿57 秋山真一郎�辻牧場 中舘 英二 浦河 辻 牧場 486＋ 21：38．9大差 652．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 55，671，600円 複勝： 69，898，900円 枠連： 18，877，400円
馬連： 79，629，900円 馬単： 42，769，500円 ワイド： 52，723，300円
3連複： 103，265，500円 3連単： 166，237，100円 計： 589，073，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 380円 � 270円 � 280円 枠 連（3－6） 980円

馬 連 �� 6，260円 馬 単 �� 13，130円

ワ イ ド �� 1，920円 �� 1，700円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 16，140円 3 連 単 ��� 106，840円

票 数

単勝票数 計 556716 的中 � 38808（6番人気）
複勝票数 計 698989 的中 � 45008（6番人気）� 71625（4番人気）� 65848（5番人気）
枠連票数 計 188774 的中 （3－6） 14791（5番人気）
馬連票数 計 796299 的中 �� 9849（18番人気）
馬単票数 計 427695 的中 �� 2442（39番人気）
ワイド票数 計 527233 的中 �� 7005（20番人気）�� 7962（16番人気）�� 11699（15番人気）
3連複票数 計1032655 的中 ��� 4796（44番人気）
3連単票数 計1662371 的中 ��� 1128（270番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．0―35．6―47．3―58．8―1：10．2―1：21．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．0―3F34．5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ト ラ イ ン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kingmambo デビュー 2017．11．26 京都1着

2015．5．8生 牡3鹿 母 マ ル ケ サ 母母 Dietrich 5戦2勝 賞金 17，906，000円
〔制裁〕 ブラゾンダムール号の騎手
島克駿は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番・5番）
〔その他〕 アドナルシー号は，向正面で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。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3502212月2日 晴 良 （30中京4）第2日 第10競走 ��1，400�
と ば

鳥 羽 特 別
発走14時50分 （芝・左）

牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

59 ラベンダーヴァレイ 牝5鹿 55 J．モレイラ金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 440＋141：20．6 4．9�

（伯刺）

36 エンゲルヘン 牝4栗 55 C．デムーロ �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 466± 01：20．7� 4．6�

（仏）

47 チャレアーダ 牝4鹿 55 福永 祐一ゴドルフィン 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 474＋ 2 〃 クビ 21．7�

714� コパノディール 牝5黒鹿55 藤岡 佑介小林 照弘氏 武藤 善則 むかわ 市川牧場 438＋ 21：20．8� 80．9�
12 カッパツハッチ 牝3鹿 54 戸崎 圭太�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 468＋ 4 〃 クビ 8．1	
815 ウインシャトレーヌ 牝4栗 55 C．ルメール�ウイン 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 490－ 6 〃 ハナ 4．1

510 ユアスイスイ 牝4栗 55 M．デムーロユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：21．11� 3．4�
24 ケ ワ ロ ス 牝3鹿 54 菱田 裕二ニッシンレーシング 牧浦 充徳 安平 追分ファーム 438－ 4 〃 クビ 42．2�
23 カネトシブレス 牝5鹿 55 松山 弘平兼松 昌男氏 寺島 良 新冠 武田 寛治 442－ 2 〃 ハナ 45．0
48 バ ル ベ ー ラ 牝4青鹿55 柴山 雄一 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 酒井牧場 432＋ 2 〃 ハナ 160．9�
35 フ ナ ウ タ 牝4栗 55 三浦 皇成谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 466＋ 21：21．31	 25．4�
611 コーラルリーフ 牝3栗 54 
島 克駿�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 430＋ 21：21．4� 148．3�
612� タケショウメーカー 牝5鹿 55 吉田 隼人�ナイト商事 田中 清隆 浦河 富菜牧場 468＋ 6 〃 同着 433．5�
11 アロンザモナ 牝4鹿 55 秋山真一郎ディアレストクラブ� 西浦 勝一 新ひだか 広田牧場 470－ 8 〃 アタマ 149．3�
713 ブルレジーナ 牝3栗 54 内田 博幸髙田 秀信氏 小崎 憲 日高 チャンピオン

ズファーム 440± 01：21．93 69．2�
816 クラウンアゲン 牝5青鹿55 岩部 純二浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 矢野牧場 450＋ 6 〃 クビ 290．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，730，800円 複勝： 65，722，800円 枠連： 24，634，200円
馬連： 105，922，000円 馬単： 46，383，800円 ワイド： 65，205，400円
3連複： 150，728，400円 3連単： 205，537，900円 計： 714，865，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 200円 � 180円 � 460円 枠 連（3－5） 490円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 520円 �� 1，280円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 7，550円 3 連 単 ��� 29，910円

票 数

単勝票数 計 507308 的中 � 81358（4番人気）
複勝票数 計 657228 的中 � 94924（4番人気）� 104151（3番人気）� 30006（7番人気）
枠連票数 計 246342 的中 （3－5） 38527（2番人気）
馬連票数 計1059220 的中 �� 67849（6番人気）
馬単票数 計 463838 的中 �� 13326（12番人気）
ワイド票数 計 652054 的中 �� 34398（6番人気）�� 12770（14番人気）�� 9269（18番人気）
3連複票数 計1507284 的中 ��� 14960（23番人気）
3連単票数 計2055379 的中 ��� 4982（87番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．3―11．6―11．6―11．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．8―34．1―45．7―57．3―1：08．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラベンダーヴァレイ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．10．12 東京1着

2013．1．31生 牝5鹿 母 クロウキャニオン 母母 ク ロ カ ミ 23戦4勝 賞金 75，428，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１レース目



3502312月2日 晴 良 （30中京4）第2日 第11競走
ジャパン・オータムインターナショナル

��
��1，800�第19回チャンピオンズカップ（ＧⅠ）

発走15時30分 （ダート・左）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�
減

名古屋競馬株式会社賞・日本馬主協会連合会会長賞・地方競馬全国協会理事長賞・全国公営競馬主催者協議会会長賞・日本地方競馬馬主振興協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 100，000，000円 40，000，000円 25，000，000円 15，000，000円 10，000，000円
付 加 賞 3，360，000円 960，000円 480，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード
［参考記録］

1：48．9
1：47．8
1：50．1
1：48．8

重
重
良
良 （阪神）

22 ルヴァンスレーヴ 牡3鹿 56 M．デムーロ�G1レーシング 萩原 清 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490＋ 21：50．1 1．9�

712 ウェスタールンド �6栗 57 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 480－ 21：50．52	 32．1�
59 サンライズソア 牡4青鹿57 J．モレイラ松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 522＋ 8 〃 クビ 8．2�

（伯刺）

11 アンジュデジール 牝4黒鹿55 横山 典弘安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 486＋ 61：50．71
 40．1�
611 オメガパフューム 牡3芦 56 C．デムーロ 原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 452－ 21：51．12	 9．2	

（仏）

47 サンライズノヴァ 牡4栗 57 戸崎 圭太松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 538＋ 41：51．2クビ 10．0

35 ノンコノユメ �6栃栗57 内田 博幸吉田 千津氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 446± 0 〃 アタマ 13．4�
713 ミ ツ バ 牡6鹿 57 松山 弘平�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 476＋ 4 〃 クビ 139．5�
814 ヒラボクラターシュ 牡3鹿 56 四位 洋文�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 518± 01：51．3	 95．3
46 アスカノロマン 牡7栗 57 太宰 啓介豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 524－ 41：51．51	 296．0�
58 ケイティブレイブ 牡5栗 57 福永 祐一瀧本 和義氏 杉山 晴紀 新ひだか 岡野牧場 528＋10 〃 アタマ 5．0�
610 センチュリオン 牡6黒鹿57 吉田 隼人窪田 康志氏 田村 康仁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 532± 01：51．7� 251．8�
815 インカンテーション 牡8鹿 57 三浦 皇成�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 506＋ 41：51．8	 75．5�
34  アポロケンタッキー 牡6鹿 57 小牧 太アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米 Doug

Branham 574＋ 5 〃 ハナ 204．6�
23 � パ ヴ ェ ル 牡4芦 57 M．グティエレスレッダム・レーシング L．モラ 米

Brereton
C.Jones & Win-
Star Farm,LLC

496 〃 クビ 27．3�
（Pavel（USA）） （米） （米）

（15頭）

売 得 金
単勝： 680，247，000円 複勝： 731，710，900円 枠連： 320，820，700円
馬連： 1，795，116，100円 馬単： 913，257，200円 ワイド： 939，144，400円
3連複： 3，119，335，600円 3連単： 6，114，676，500円 計： 14，614，308，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 440円 � 200円 枠 連（2－7） 2，250円

馬 連 �� 3，000円 馬 単 �� 3，890円

ワ イ ド �� 930円 �� 320円 �� 2，140円

3 連 複 ��� 6，090円 3 連 単 ��� 27，310円

票 数

単勝票数 計6802470 的中 � 2790380（1番人気）
複勝票数 計7317109 的中 � 2567234（1番人気）� 266305（7番人気）� 814383（3番人気）
枠連票数 計3208207 的中 （2－7） 110033（9番人気）
馬連票数 計17951161 的中 �� 463494（9番人気）
馬単票数 計9132572 的中 �� 175869（13番人気）
ワイド票数 計9391444 的中 �� 247022（10番人気）�� 850009（2番人気）�� 102148（24番人気）
3連複票数 計31193356 的中 ��� 384085（17番人気）
3連単票数 計61146765 的中 ��� 162325（84番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―37．1―49．6―1：01．9―1：14．2―1：26．5―1：38．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F35．9
1
3
1（2，14）15（3，9）13（6，8，11）10－4，7，5－12
1，14（2，15）9（6，3）（8，13）10（11，4）7，5－12

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

勝馬の
紹 介

ルヴァンスレーヴ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2017．8．13 新潟1着

2015．1．26生 牡3鹿 母 マエストラーレ 母母 オータムブリーズ 5戦4勝 賞金 163，444，000円
［他本会外：3戦3勝］

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3502412月2日 晴 良 （30中京4）第2日 第12競走 ��
��1，200�

な る み

鳴 海 特 別
発走16時10分 （ダート・左）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 441，000円 126，000円 63，000円 � コースレコード

中央レコード
1：10．0
1：08．7

重
重

713� イーグルバローズ 牡4鹿 57 J．モレイラ猪熊 広次氏 堀 宣行 米 C. Kidder
& N. Cole 548＋ 41：10．5 1．7�

（伯刺）

47 モルゲンロート 牡5鹿 57 戸崎 圭太武田 茂男氏 竹内 正洋 浦河 まるとみ冨岡牧場 472± 01：11．14 23．8�
23 スズカグラーテ 牝4黒鹿55 M．デムーロ永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 460＋12 〃 ハナ 4．7�
24 � ボーサンシー 牡5栗 57 C．デムーロ 吉田 和美氏 池添 学 米

Terrazas Thoroughbreds, Al-
bert & Joyce Bell, BGHA＃1，
LLC & R－Cher F

528－ 81：11．31	 36．6�
（仏）

612 スペシャルホース 牡4黒鹿57 柴山 雄一田畑 富子氏 西橋 豊治 浦河 梅田牧場 524＋ 21：11．4クビ 41．2�
12 スターペスマリア 牝4栗 55 太宰 啓介河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 492－ 21：11．61	 141．5�
510 タマモサザンクロス 牡4黒鹿57 
島 克駿タマモ	 藤沢 則雄 日高 スマイルファーム 458－ 81：11．7� 22．8

36 メイショウボノム 牡6鹿 57 小牧 太松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 486＋ 61：11．91� 279．6�
816 スターカットダイヤ 牡4栗 57 松山 弘平小林 仁幸氏 平田 修 千歳 社台ファーム 456＋ 4 〃 クビ 27．1�
611 シーリーヴェール 牡7青鹿57 吉田 隼人 社台レースホース杉山 晴紀 安平 追分ファーム B490＋16 〃 アタマ 260．1�
59 ス フ ェ ー ン 牡5鹿 57 横山 武史キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 笹地牧場 466－ 21：12．0� 573．7�
714� ストロボフラッシュ 牝5芦 55 C．ルメール 吉田 和子氏 加藤 征弘 米 Doug Branham &

Felicia Branham 468－141：12．1� 8．2�
815 ビ バ ラ ビ ダ 牝5鹿 55 菱田 裕二桐谷 茂氏 石栗 龍彦 浦河 久保 昇 486－ 61：12．52� 95．7�
35 � ジャスパーウィン 牡3栗 56 三浦 皇成加藤 和夫氏 森 秀行 米 Spendthrift

Farm LLC 506＋161：12．6クビ 31．2�
48 � ペルペトゥオ 牝3鹿 54 福永 祐一吉田 和美氏 中内田充正 米 Woodford

Thoroughbreds 460－141：12．7� 14．1�
11 � キタサンデイジー 牝3栗 54 内田 博幸大野商事 梅田 智之 米 Blackstone

Farm LLC 470＋ 81：13．76 18．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 109，720，800円 複勝： 120，606，400円 枠連： 51，574，500円
馬連： 214，101，900円 馬単： 95，055，800円 ワイド： 147，065，500円
3連複： 337，619，200円 3連単： 469，461，200円 計： 1，545，205，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 120円 � 270円 � 140円 枠 連（4－7） 670円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 1，940円

ワ イ ド �� 590円 �� 230円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 2，180円 3 連 単 ��� 8，100円

票 数

単勝票数 計1097208 的中 � 490497（1番人気）
複勝票数 計1206064 的中 � 324340（1番人気）� 78613（5番人気）� 230838（2番人気）
枠連票数 計 515745 的中 （4－7） 59071（2番人気）
馬連票数 計2141019 的中 �� 103084（3番人気）
馬単票数 計 950558 的中 �� 36731（4番人気）
ワイド票数 計1470655 的中 �� 59366（4番人気）�� 195483（1番人気）�� 29420（14番人気）
3連複票数 計3376192 的中 ��� 115993（2番人気）
3連単票数 計4694612 的中 ��� 42014（11番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―11．3―12．1―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．1―34．4―46．5―58．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F36．1
3 6（4，16）13（3，14）（7，15）10，5（9，12）（1，2，11）－8 4 6（4，16）（3，13）（7，14）（10，5，15）（2，9，12）11－1，8

勝馬の
紹 介

�イーグルバローズ �
�
父 Henny Hughes �

�
母父 Quiet American デビュー 2017．7．30 新潟5着

2014．4．29生 牡4鹿 母 Minny’s Niece 母母 Spectacular Affair 5戦4勝 賞金 43，854，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時20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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 メイショウコゴミ号
（非抽選馬） 6頭 シゲルコング号・ティアップサンダー号・プッシュアゲン号・ペイシャエヴァー号・ベルクリア号・ミスズマンボ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

４レース目



（30中京4）第2日 12月2日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 184頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

370，900，000円
20，880，000円
6，520，000円
45，980，000円
6，000，000円
76，380，500円
5，339，000円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
1，139，192，700円
1，308，961，600円
505，762，900円
2，558，286，000円
1，291，091，100円
1，489，363，000円
4，229，310，100円
7，669，868，000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 20，191，835，400円

総入場人員 32，498名 （有料入場人員 29，148名）
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