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00037 1月13日 晴 良 （30中山1）第4日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時00分 （ダート・右）

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
1：08．7
1：08．7

重
重

612 ノボベイビー 牡3栗 56 森 泰斗�LS.M 天間 昭一 清水 小野瀬 竜馬 468± 01：13．2 2．4�
（船橋）

35 オペラカイジン 牡3黒鹿 56
53 ▲武藤 雅平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 470＋161：13．41� 7．8�

611 タイセイレーベン 牡3栗 56 柴田 善臣田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 森 政巳 518＋ 21：13．61� 40．2�
23 グヴィアズダ 牡3鹿 56 内田 博幸 �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム 426± 01：14．13 7．8�
713 ニシノシノブ 牝3芦 54 江田 照男西山 茂行氏 本間 忍 日高 日西牧場 440＋ 41：14．95 39．9�
714 ツ キ ミ ザ ケ 牝3栗 54

53 ☆木幡 初也江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 432± 0 〃 クビ 81．3	
24 ココアスナイン 牝3鹿 54 柴田 大知山住 勲氏 牧 光二 日高 チャンピオン

ズファーム 494± 01：15．32� 4．0

59 ア テ ナ リ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行林 弘之氏 田島 俊明 浦河 鎌田 正嗣 470－ 2 〃 クビ 33．3�
47 サンフレデリック 牡3鹿 56 的場 勇人 �加藤ステーブル 的場 均 浦河 冨岡牧場 464＋ 41：15．4クビ 267．6�
12 ミ ス ト ラ ル 牝3黒鹿54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 奥平 雅士 新冠 松木 加代 456－ 4 〃 ハナ 37．7
510 ヤエノラピッド 牡3鹿 56 二本柳 壮柳田 英子氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 448± 01：15．61 264．9�
36 ミヤビチーター 牡3鹿 56 松岡 正海村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 静内白井牧場 470＋ 2 〃 ハナ 5．1�
815 ゴルゴンゾーラ 牝3鹿 54 西田雄一郎内田 玄祥氏 星野 忍 新冠 前川 隆範 422＋ 81：15．81� 273．6�
48 ダンディマジシャン 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎山口 春夫氏 和田 正道 新冠 柏木 一則 484＋ 41：16．65 174．0�
11 ポイズンピル 牡3鹿 56 嶋田 純次田頭 勇貴氏 根本 康広 新冠 安達 洋生 448＋ 61：16．92 181．6�
816 キ ッ ク オ フ 牡3黒鹿56 西村 太一�和田牧場 和田 正道 日高 スマイルファーム 444－ 21：17．11� 167．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，086，900円 複勝： 34，141，600円 枠連： 13，824，000円
馬連： 54，823，600円 馬単： 27，414，300円 ワイド： 34，315，400円
3連複： 76，385，400円 3連単： 95，062，300円 計： 359，053，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 240円 � 520円 枠 連（3－6） 400円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，020円 �� 2，110円

3 連 複 ��� 4，730円 3 連 単 ��� 17，410円

票 数

単勝票数 計 230869 的中 � 75646（1番人気）
複勝票数 計 341416 的中 � 93526（1番人気）� 33536（5番人気）� 12009（6番人気）
枠連票数 計 138240 的中 （3－6） 26579（2番人気）
馬連票数 計 548236 的中 �� 49808（4番人気）
馬単票数 計 274143 的中 �� 16336（4番人気）
ワイド票数 計 343154 的中 �� 23408（4番人気）�� 8389（11番人気）�� 3901（18番人気）
3連複票数 計 763854 的中 ��� 12096（11番人気）
3連単票数 計 950623 的中 ��� 3958（51番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．9―12．8―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―34．4―47．2―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノボベイビー �
�
父 ノボジャック �

�
母父 ダイナマイトメール デビュー 2017．11．4 東京12着

2015．3．23生 牡3栗 母 ダイナマイトハニー 母母 ハニーエレガンス 4戦1勝 賞金 9，000，000円
〔その他〕 ココアスナイン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ココアスナイン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年2月13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10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 キリシマアオゾラ号・チビノオリヴィア号
（非抽選馬） 8頭 アンシンカブル号・ウサギノダンス号・セイウンクールガイ号・ディアバビアナ号・ブロンドキュート号・

ホーリークロス号・マインキング号・ヤンソンノユウワク号
※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。

00038 1月13日 晴 良 （30中山1）第4日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時30分 （ダート・右）

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
1：48．5
1：47．8

重
重

23 ノアダイヤモンド 牝3栗 54 柴田 大知佐山 公男氏 大江原 哲 平取 スガタ牧場 468＋ 41：57．7 43．4�
12 カグラヤルージュ 牝3黒鹿54 菅原 隆一西村 亮二氏 奥平 雅士 日高 浜本牧場 464－12 〃 クビ 14．6�
714 ラインアストリア 牝3鹿 54 戸崎 圭太大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 478－ 21：58．02 1．6�
35 ニシノラヴコール 牝3黒鹿54 内田 博幸西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 村上 欽哉 440± 01：58．21 17．1�
612 グリズリダンス 牝3鹿 54 石橋 脩石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 462± 01：58．62� 8．5�
47 ティアマリア 牝3黒鹿54 丸田 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌和 新ひだか 矢野牧場 446－121：58．7クビ 98．3	
59 シーズラック 牝3鹿 54 蛯名 正義坂巻 勝彦氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 484－ 4 〃 クビ 13．7

815 ベストミライ 牝3芦 54 大野 拓弥松尾 正氏 藤原 辰雄 青森 諏訪牧場 506＋ 61：58．91� 7．4�
11 セイウンキャンティ 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 ガーベラパー
クスタツド 446＋ 41：59．0� 20．1�

36 ティーキャッスル 牝3鹿 54 松岡 正海深見 富朗氏 伊藤 伸一 新ひだか 岡田牧場 396－101：59．63� 254．9
24 ライトページェント 牝3青鹿54 江田 照男 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム 468－121：59．81� 85．8�
510 カシノクリス 牝3黒鹿54 黛 弘人柏木 務氏 和田 雄二 新ひだか タイヘイ牧場 446－ 42：00．11� 312．9�
713 アリーヤベント 牝3黒鹿54 岩部 純二馬目 卓氏 萱野 浩二 新ひだか カタオカステーブル 448－ 62：00．2クビ 310．7�
611 ディーズファクター 牝3青鹿54 田辺 裕信秋谷 壽之氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 448± 0 〃 ハナ 15．5�
48 ジョリプリュネル 牝3栗 54 森 泰斗井上 勇人氏 中野 栄治 新ひだか 米田牧場 436＋ 62：00．3� 139．7�

（船橋）

816 コ ニ フ ァ ー 牝3栗 54 三浦 皇成吉田 照哉氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 472± 02：01．15 59．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，692，800円 複勝： 77，253，900円 枠連： 15，178，900円
馬連： 55，100，300円 馬単： 34，103，200円 ワイド： 36，985，000円
3連複： 74，061，100円 3連単： 107，237，300円 計： 427，612，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，340円 複 勝 � 770円 � 260円 � 110円 枠 連（1－2） 9，450円

馬 連 �� 19，500円 馬 単 �� 53，390円

ワ イ ド �� 4，900円 �� 1，210円 �� 390円

3 連 複 ��� 9，640円 3 連 単 ��� 135，680円

票 数

単勝票数 計 276928 的中 � 5102（9番人気）
複勝票数 計 772539 的中 � 8586（9番人気）� 31371（5番人気）� 509944（1番人気）
枠連票数 計 151789 的中 （1－2） 1244（19番人気）
馬連票数 計 551003 的中 �� 2189（36番人気）
馬単票数 計 341032 的中 �� 479（80番人気）
ワイド票数 計 369850 的中 �� 1787（39番人気）�� 7592（14番人気）�� 26736（4番人気）
3連複票数 計 740611 的中 ��� 5757（26番人気）
3連単票数 計1072373 的中 ��� 573（303番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．9―38．1―51．5―1：04．4―1：17．1―1：30．3―1：43．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．3―3F40．6
1
3
5，15（1，2，16）12－（3，8）14，7，13（4，9）－6，10－11・（5，15）16（1，2，12）3，14（7，13，8，9）－（6，4）10－11

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

勝馬の
紹 介

ノアダイヤモンド �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．7．2 中京4着

2015．4．23生 牝3栗 母 ノアスカーレット 母母 ノ コ ナ 6戦1勝 賞金 6，850，000円
〔発走状況〕 ディーズファクター号は，枠内駐立不良〔潜る〕。前扉が破損したため外枠から発走。
〔制裁〕 カグラヤルージュ号の騎手菅原隆一は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔調教再審査〕 ディーズファクター号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ティランジア号・ニシノエクレール号
（非抽選馬） 3頭 アーススターリング号・インペリオーソ号・ドヒョウギワ号
※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。

第１回 中山競馬 第４日



00039 1月13日 晴 良 （30中山1）第4日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時00分 （ダート・右）
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
1：48．5
1：47．8

重
重

612 フォーマイセルフ 牡3栗 56 武士沢友治 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 458－ 41：55．5 1．3�
35 カ ガ ス タ ー 牡3鹿 56 田中 勝春香川 憲次氏 高市 圭二 日高 広富牧場 448＋ 21：56．88 7．1�
510 タイセイカレッジ 牡3芦 56 大野 拓弥田中 成奉氏 奥村 武 日高 下河辺牧場 438－ 21：58．18 83．4�
714 ネ コ マ ヒ カ 牡3栗 56 江田 照男桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 原 弘之 524＋ 21：58．31 64．1�
48 ブラックソーン 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 初也下河邉行信氏 松山 将樹 新冠 村田牧場 458－ 61：58．72� 205．0�
816 サトノプレスト 牡3鹿 56 北村 宏司 �サトミホースカンパニー 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 474－ 61：58．8� 43．2	
815 マイネルリノセロス 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新ひだか 西村 和夫 460± 01：58．9クビ 71．0

12 モンサルヴァート 牡3鹿 56 柴山 雄一 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム B454± 01：59．53� 17．9�
24 ハタノディアマンテ 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎 �グッドラック・ファーム 伊藤 大士 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 540± 01：59．81� 232．0

11 デルマキール 牝3栗 54 三浦 皇成浅沼 廣幸氏 天間 昭一 日高 ファニーヒルファーム 482－ 42：00．22� 224．9�
47 サクラトップタイム 牡3鹿 56 丸田 恭介�トップフェロウ二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 484± 02：00．51� 170．5�
23 ユメノイタダキ 牡3青鹿56 森 泰斗 �いとはんホール

ディングス 戸田 博文 千歳 社台ファーム 520－ 42：01．03 4．8�
（船橋）

36 アルファルミナス 牝3黒鹿54 田辺 裕信�貴悦 小西 一男 新冠 アサヒ牧場 444－ 22：01．1� 41．0�
59 マインクイーン 牝3鹿 54 二本柳 壮峰 哲馬氏 萱野 浩二 新ひだか 藤吉牧場 408－ 62：01．41� 222．1�
611 トーセンバーディー 牡3黒鹿56 横山 和生島川 �哉氏 菊沢 隆徳 日高 有限会社 エ

スティファーム 498＋ 42：01．5� 118．3�
713 ロマンレガシ 牡3芦 56 柴田 善臣菅 實氏 田中 剛 日高 シンボリ牧場 468± 02：02．45 97．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，379，100円 複勝： 112，230，400円 枠連： 14，607，200円
馬連： 55，331，700円 馬単： 35，530，300円 ワイド： 36，241，600円
3連複： 73，612，200円 3連単： 113，661，000円 計： 474，593，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 160円 � 670円 枠 連（3－6） 380円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 450円

ワ イ ド �� 260円 �� 1，160円 �� 2，670円

3 連 複 ��� 3，520円 3 連 単 ��� 7，510円

票 数

単勝票数 計 333791 的中 � 191335（1番人気）
複勝票数 計1122304 的中 � 893107（1番人気）� 51649（3番人気）� 7636（8番人気）
枠連票数 計 146072 的中 （3－6） 29222（2番人気）
馬連票数 計 553317 的中 �� 117007（2番人気）
馬単票数 計 355303 的中 �� 58465（2番人気）
ワイド票数 計 362416 的中 �� 42823（2番人気）�� 7321（11番人気）�� 3075（24番人気）
3連複票数 計 736122 的中 ��� 15684（10番人気）
3連単票数 計1136610 的中 ��� 10959（19番人気）

ハロンタイム 13．0―12．2―13．0―13．1―12．9―12．9―12．8―12．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．2―38．2―51．3―1：04．2―1：17．1―1：29．9―1：42．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．4
1
3
12，8（5，13）－（3，9）6（1，15）14，2（7，10）16（4，11）
12（5，8）（13，2）（3，9，15，14）（1，6）（7，10，11）－4，16

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

勝馬の
紹 介

フォーマイセルフ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 アドマイヤマックス デビュー 2017．12．23 中山2着

2015．4．13生 牡3栗 母 フ ォ ー ミ ー 母母 アンファテュエ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走状況〕 ユメノイタダキ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユメノイタダキ号・アルファルミナス号・マインクイーン号・トーセンバーディー号・ロマンレガシ号

は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年2月13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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ゼネラルリッシュ号
（非抽選馬） 1頭 サンマルアナザー号
※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。

00040 1月13日 晴 良 （30中山1）第4日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時30分 （ダート・右）

牝，新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

12 トウカイパシオン 牝3青 54 江田 照男内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 440 ―1：13．0 7．6�
611 プリームムロジンカ 牝3鹿 54 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 村上 欽哉 456 ―1：13．85 26．5�
23 アスールダリア 牝3栗 54 北村 宏司安原 浩司氏 西村 真幸 日高 幾千世牧場 430 ―1：14．22� 7．2�
714 ヒ ザ ク リ ゲ 牝3栗 54 戸崎 圭太手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 日高 出口牧場 430 ― 〃 ハナ 4．5�
510 トモジャオール 牝3黒鹿54 石橋 脩吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 山際牧場 462 ―1：14．3� 12．0�
48 エ ル フ ィ 牝3鹿 54 丸田 恭介本間 充氏 宗像 義忠 日高 本間牧場 436 ―1：14．61� 10．2	
713 セレナライティア 牝3栗 54 大野 拓弥島川 利子氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444 ― 〃 クビ 2．6

815 サクラノハナビラ 牝3鹿 54 岩部 純二田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 シンボリ牧場 442 ―1：14．81� 69．1�
59 オモイデイロイロ 牝3黒鹿54 西田雄一郎西村新一郎氏 蛯名 利弘 新ひだか 田原橋本牧場 482 ―1：14．9クビ 171．6�
816 ド ナ プ リ モ 牝3青鹿54 的場 勇人山田 貢一氏 高木 登 日高 日西牧場 464 ― 〃 クビ 36．2
612 リ グ ー リ ア 牝3黒鹿54 松岡 正海�日進牧場 竹内 正洋 様似 スイートフアーム 454 ―1：15．32� 11．3�
24 コウキバイオ 牝3青鹿54 嶋田 純次バイオ� 松山 将樹 日高 沖田牧場 430 ―1：15．51� 165．7�
35 サンノーマン 牝3黒鹿54 村田 一誠 �加藤ステーブル 高橋 義博 日高 藤本ファーム 418 ― 〃 クビ 214．8�
47 ア リ ソ 牝3鹿 54 横山 和生�ヒダカファーム水野 貴広 浦河 ヒダカフアーム 408 ―1：16．45 93．2�
36 グリッシーニ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行�BijouRacing 天間 昭一 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 424 ―1：16．82� 206．3�
11 ホワイトブレンド 牝3鹿 54 木幡 初広堀口 晴男氏 杉浦 宏昭 新ひだか 有限会社石川牧場 456 ―1：17．97 138．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，038，000円 複勝： 31，642，200円 枠連： 14，376，700円
馬連： 44，899，000円 馬単： 21，834，600円 ワイド： 27，111，400円
3連複： 54，771，700円 3連単： 66，525，300円 計： 284，198，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 220円 � 550円 � 250円 枠 連（1－6） 2，740円

馬 連 �� 9，380円 馬 単 �� 15，640円

ワ イ ド �� 2，590円 �� 640円 �� 2，920円

3 連 複 ��� 18，340円 3 連 単 ��� 143，540円

票 数

単勝票数 計 230380 的中 � 24152（4番人気）
複勝票数 計 316422 的中 � 40520（2番人気）� 12798（9番人気）� 35325（4番人気）
枠連票数 計 143767 的中 （1－6） 4053（11番人気）
馬連票数 計 448990 的中 �� 3706（27番人気）
馬単票数 計 218346 的中 �� 1047（51番人気）
ワイド票数 計 271114 的中 �� 2611（28番人気）�� 11611（5番人気）�� 2309（31番人気）
3連複票数 計 547717 的中 ��� 2239（55番人気）
3連単票数 計 665253 的中 ��� 336（372番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．3―12．6―12．8―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．0―46．6―59．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．3―3F39．0
3 2，10，13－11，12，6－8，3（4，15，14）（7，9）5－16＝1 4 2（10，13）－11－（6，12）－（8，3）－14，4－（7，15）9（5，16）＝1

勝馬の
紹 介

トウカイパシオン �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 タイキシャトル 初出走

2015．4．17生 牝3青 母 トウカイポプリ 母母 トウカイティアラ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の22頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）22頭 オールモストゼア号・カレンナヴォーグ号・クインズティガ号・グラスジャンヌ号・ケンレヴァンテ号・

コーラルフィーユ号・シーホース号・スーパーヴュー号・トラストテッペン号・ハクサンレモン号・
ハッピーハッピー号・ファルコンレイナ号・ブチャコ号・ブライティアマール号・フラミンゴ号・フリックフラック号・
プリモアイズ号・フルネス号・ペルネッティア号・ラルーナ号・ルコンセール号・レッセフェール号



00041 1月13日 晴 良 （30中山1）第4日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時20分 （芝・右・外）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

510 エピックスター 牡3鹿 56 柴田 善臣子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 454 ―1：37．1 7．4�
816 パルクデラモール 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也�G1レーシング 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 448 ― 〃 クビ 5．8�

48 レッドラフェスタ 牝3栗 54
51 ▲野中悠太郎 �東京ホースレーシング 二ノ宮敬宇 新ひだか 乾 皆雄 444 ―1：37．2� 34．1�

611 ソ ル フ ァ 牝3鹿 54 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 488 ―1：37．3クビ 16．0�
12 ラグビーガール 牝3鹿 54 横山 和生齋藤 秀昭氏 勢司 和浩 日高 シンボリ牧場 466 ―1：37．62 148．1�
714 カレンアネーロ 牡3鹿 56 丸田 恭介鈴木 隆司氏 小笠 倫弘 日高 高柳 隆男 426 ― 〃 クビ 81．7	
36 サンルイビル 牝3黒鹿54 西田雄一郎 �加藤ステーブル 天間 昭一 日高 有限会社

ケイズ 422 ―1：37．7� 104．6

612� トーセンロザリオ 牝3栗 54 柴山 雄一島川 �哉氏 田村 康仁 愛 Dance For

Fun Syndicate 468 ― 〃 クビ 4．5�
11 ゲハイムヴァッフェ 牡3栗 56 戸崎 圭太丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 532 ― 〃 ハナ 2．2
47 サンクエトワール 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 376 ―1：37．91� 79．1�
35 プリンシパルシチー 牡3黒鹿56 北村 宏司 �友駿ホースクラブ 古賀 慎明 日高 チャンピオン

ズファーム 500 ―1：38．0	 10．5�
23 スターソフィア 牝3鹿 54 石橋 脩吉田 晴哉氏 大和田 成 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 424 ―1：38．1クビ 63．8�
24 ジュビラント 牡3栗 56 村田 一誠�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 426 ―1：38．41	 230．2�
815 デ ィ ー ヴ ォ 牡3鹿 56 武士沢友治松屋 隆士氏 伊藤 大士 日高 チャンピオン

ズファーム 466 ―1：38．93 186．9�
59 チェリーアポロン 牡3黒鹿56 木幡 初広櫻井 悦朗氏 小西 一男 様似 澤井 義一 438 ―1：39．22 156．6�
713 パワーバンド 牡3栗 56 松岡 正海広尾レース� 二ノ宮敬宇 新ひだか 木村 秀則 500 ―1：40．68 40．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，096，500円 複勝： 31，281，200円 枠連： 15，056，300円
馬連： 51，755，200円 馬単： 26，072，600円 ワイド： 30，392，500円
3連複： 62，154，200円 3連単： 80，211，400円 計： 326，019，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 210円 � 180円 � 670円 枠 連（5－8） 1，770円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 3，650円

ワ イ ド �� 690円 �� 3，130円 �� 2，820円

3 連 複 ��� 17，950円 3 連 単 ��� 82，720円

票 数

単勝票数 計 290965 的中 � 31148（4番人気）
複勝票数 計 312812 的中 � 41084（4番人気）� 51657（2番人気）� 9413（7番人気）
枠連票数 計 150563 的中 （5－8） 6571（8番人気）
馬連票数 計 517552 的中 �� 21857（8番人気）
馬単票数 計 260726 的中 �� 5354（15番人気）
ワイド票数 計 303925 的中 �� 12023（8番人気）�� 2425（23番人気）�� 2699（21番人気）
3連複票数 計 621542 的中 ��� 2596（49番人気）
3連単票数 計 802114 的中 ��� 703（203番人気）

ハロンタイム 12．7―12．0―11．8―12．1―12．7―12．2―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．7―36．5―48．6―1：01．3―1：13．5―1：25．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．5―3F35．8

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

勝馬の
紹 介

エピックスター �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ネオユニヴァース 初出走

2015．2．16生 牡3鹿 母 ラッキーレディ 母母 ネヴァーピリオド 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 エピックスター号の騎手柴田善臣は，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：16番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の22頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）22頭 イルーシヴゴールド号・エバーミランダ号・クラウンジャミール号・サンライズシェル号・ショウセイ号・

スタンシア号・スパーダ号・ドレサージュ号・パストゥレイユ号・バトルハクオウ号・ファーマファイバー号・
ブラックマティーニ号・フランクドリーム号・ブリリアントリリー号・プリンセスノンコ号・ブルーハワイアン号・
ペイシャプレゼント号・マイネルアルル号・マイネルセボン号・ミッキーマンドリン号・レジェンドソウル号・
ロフティフレーズ号

00042 1月13日 晴 良 （30中山1）第4日 第6競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時55分 （芝・右）

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
1：57．8
1：56．1

良
良

510 ムーンライトナイト 牝3鹿 54 森 泰斗 �シルクレーシング 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 438＋ 82：03．0 9．3�

（船橋）

713 モンテグロッソ 牡3青鹿56 北村 宏司 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 514± 02：03．21� 7．4�

36 アモーレミオ 牝3芦 54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486＋102：03．41 3．9�

47 ロードジパング 牡3栗 56 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 鵜木 唯義 450＋ 4 〃 クビ 9．7�
611 ツインクルテソーロ 牡3鹿 56 内田 博幸了德寺健二氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 476－ 62：03．72 138．6	
23 ブライトロージー 牝3栗 54

51 ▲武藤 雅吉田 千津氏 和田 正道 千歳 社台ファーム 470－ 62：03．8クビ 97．2

48 モ ン ツ ァ 牡3黒鹿56 柴山 雄一吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 522＋ 42：04．01� 23．2�
815 カシノデジール 牝3鹿 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 藤本ファーム 426－ 6 〃 クビ 31．1�
12 ド ゥ マ ン 牡3鹿 56 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 博憲 日高 チャンピオン

ズファーム 484－ 2 〃 アタマ 2．4
24 クリノバルテュス 牡3鹿 56 西田雄一郎栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 木村牧場 482＋122：04．42� 220．5�
11 ハッシュレート 牡3黒鹿56 江田 照男田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 千葉飯田牧場 496＋20 〃 クビ 100．2�
59 ミラーマッチ 牝3鹿 54 横山 和生吉田 照哉氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 466± 02：04．61 35．0�
612 ウインブロンクス 牡3鹿 56 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新ひだか 田湯牧場 440＋ 42：05．02� 12．5�
714 ア ー ス ル ナ 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎松山 増男氏 粕谷 昌央 浦河 アイオイファーム 418＋ 42：06．59 233．0�
816 ココリシャイン 牡3栗 56 大野 拓弥美﨑光二郎氏 古賀 慎明 様似 様似共栄牧場 472－ 42：08．09 132．8�
35 ウインサジェス 牡3黒鹿56 黛 弘人�ウイン 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 436± 02：08．42� 107．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，291，500円 複勝： 44，840，200円 枠連： 16，644，200円
馬連： 69，051，600円 馬単： 31，029，300円 ワイド： 43，015，800円
3連複： 87，400，800円 3連単： 100，235，000円 計： 423，508，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 260円 � 220円 � 180円 枠 連（5－7） 2，800円

馬 連 �� 3，390円 馬 単 �� 7，540円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 860円 �� 700円

3 連 複 ��� 6，580円 3 連 単 ��� 41，050円

票 数

単勝票数 計 312915 的中 � 26832（4番人気）
複勝票数 計 448402 的中 � 40890（5番人気）� 52732（3番人気）� 73386（2番人気）
枠連票数 計 166442 的中 （5－7） 4603（14番人気）
馬連票数 計 690516 的中 �� 15779（12番人気）
馬単票数 計 310293 的中 �� 3085（30番人気）
ワイド票数 計 430158 的中 �� 10064（14番人気）�� 12768（9番人気）�� 16066（7番人気）
3連複票数 計 874008 的中 ��� 9953（24番人気）
3連単票数 計1002350 的中 ��� 1770（131番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．2―37．4―50．0―1：03．1―1：15．3―1：27．0―1：39．0―1：51．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F36．0
1
3
5（7，8）2（4，9，14）1，10，6（12，13）3（11，16）－15
15（5，7，8）（2，4）9，1（6，10）（3，14，13）12（11，16）

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

勝馬の
紹 介

ムーンライトナイト �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Orpen デビュー 2017．9．30 中山5着

2015．2．27生 牝3鹿 母 ポ ー レ ン 母母 On Air 3戦1勝 賞金 5，700，000円
〔制裁〕 カシノデジール号の騎手二本柳壮は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：8番・7番・5番）
〔その他〕 ウインサジェス号は，3コーナー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。
※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） 1頭 クインチ号
（非抽選馬） 3頭 コスモグラトナス号・テイエムチャレンジ号・ペラルタ号
※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。



00043 1月13日 晴 良 （30中山1）第4日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時25分 （ダート・右）

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
1：48．5
1：47．8

重
重

35 ポップアップスター 牡4青鹿56 田辺 裕信 �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 530＋ 21：54．5 3．5�
24 キングドラゴン �5鹿 57 蛯名 正義窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B542＋ 21：54．6� 15．0�
612 コットンボウル 牡4鹿 56 大野 拓弥 �サンデーレーシング 高木 登 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 81：54．7� 16．8�
713 スピアザゴールド �5鹿 57

54 ▲武藤 雅 �キャロットファーム 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 498＋101：54．8� 18．1�

510 マイネルツァイト 牡4青鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 大和田 成 新ひだか 原 フアーム 500－ 41：55．01 5．1	

47 バリンジャー 牡4栗 56 北村 宏司金子真人ホール
ディングス� 奥村 武 日高 日高大洋牧場 448＋ 41：55．21� 59．4


816 リ ア リ ス ト 牡5鹿 57 内田 博幸吉澤 克己氏 相沢 郁 安平 ノーザンファーム B496＋ 41：55．52 3．8�
12 	 リ ー ダ ー ズ 牡6鹿 57 村田 一誠平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 502－ 41：55．92� 97．7�
11 シンコーマーチャン 牡4鹿 56 石橋 脩豊原 正嗣氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 486± 0 〃 ハナ 6．2
714 フラワープレミア 牡4鹿 56 三浦 皇成花村 誠氏 池上 昌和 平取 船越 伸也 480－ 61：56．21� 31．6�
59 	 ヒロノワカムシャ �4黒鹿56 西田雄一郎小野 博郷氏 柴田 政人 日高 ファーミングヤナキタ 474＋ 41：56．62 279．5�
815 ギンザマトリックス 牡5栗 57 勝浦 正樹有馬 博文氏 水野 貴広 浦河 高昭牧場 456＋ 81：56．7� 31．0�
23 パルナッソス �4芦 56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 492＋101：56．8� 19．1�
611 ダンガンコゾウ 牡6栗 57 嘉藤 貴行海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 524＋ 61：56．9� 306．1�
36 	 ワイルドソング 牡4鹿 56 柴田 善臣西村 專次氏 古賀 史生 新ひだか 静内フジカワ牧場 536－ 61：58．6大差 72．2�
48 トワードポラリス �4黒鹿56 森 泰斗吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 458－ 21：58．8� 77．2�

（船橋）

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，480，200円 複勝： 50，879，400円 枠連： 19，246，600円
馬連： 81，038，300円 馬単： 31，827，500円 ワイド： 49，559，600円
3連複： 99，590，400円 3連単： 109，802，800円 計： 475，424，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 320円 � 390円 枠 連（2－3） 1，280円

馬 連 �� 2，170円 馬 単 �� 3，380円

ワ イ ド �� 870円 �� 1，160円 �� 2，850円

3 連 複 ��� 9，610円 3 連 単 ��� 39，640円

票 数

単勝票数 計 334802 的中 � 74557（1番人気）
複勝票数 計 508794 的中 � 101142（1番人気）� 37496（5番人気）� 28861（7番人気）
枠連票数 計 192466 的中 （2－3） 11593（4番人気）
馬連票数 計 810383 的中 �� 28913（7番人気）
馬単票数 計 318275 的中 �� 7042（10番人気）
ワイド票数 計 495596 的中 �� 15010（7番人気）�� 11058（11番人気）�� 4321（32番人気）
3連複票数 計 995904 的中 ��� 7771（31番人気）
3連単票数 計1098028 的中 ��� 2008（119番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―36．4―49．4―1：01．9―1：15．0―1：28．4―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ポップアップスター �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Trempolino デビュー 2017．2．11 東京9着

2014．4．16生 牡4青鹿 母 ロリポップガール 母母 Icy Pop 8戦2勝 賞金 21，000，000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。
（非抽選馬） 1頭 サトノファイヤー号
※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。

00044 1月13日 晴 良 （30中山1）第4日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時55分 （ダート・右）

1000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

35 ハ ッ ト ラ ブ 牝4鹿 54 柴山 雄一服部 邦繁氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 480＋281：11．2 43．7�
24 スビールアスール 牝4黒鹿54 田辺 裕信�アスール 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 474＋ 21：11．62� 15．6�
612 マンカストラップ 牡4青鹿56 松岡 正海�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 492＋ 81：11．7� 76．0�
816 ナムラヒューマン 牡6芦 57 大野 拓弥奈村 信重氏 浜田多実雄 新ひだか 伊藤 和明 468－ 21：11．8� 10．7�
12 メイプルキング 牡5鹿 57 戸崎 圭太節 英司氏 高市 圭二 新冠 高瀬牧場 474＋14 〃 ハナ 5．1	
815 トロピカルスパート 牝4栗 54 石橋 脩日向 均氏 高橋 文雅 新ひだか 坂本 健一 498＋221：12．01� 6．1

23 ツウローゼズ 牝6黒鹿55 柴田 大知鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 樋渡 志尚 498± 01：12．1� 128．2�
713 メイショウカイモン �7鹿 57 木幡 初広松本 好雄氏 小島 太 浦河 本巣 敦 486＋ 6 〃 アタマ 45．7�
11 ブルームーン 牡6鹿 57 三浦 皇成�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478－ 2 〃 ハナ 12．3
510 ララパルーザ 牡5鹿 57 江田 照男 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 浦河 大柳ファーム B530－ 21：12．2� 34．3�
611	 バーサーカー 牡6栗 57 武士沢友治香川 憲次氏 高市 圭二 日高 広富牧場 502＋12 〃 ハナ 171．3�
47 シャインヴィットゥ 牡4芦 56

53 ▲武藤 雅皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 474± 01：12．4� 2．2�
714 エビスリアン 牡5鹿 57 森 泰斗加藤 晃央氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 B476－ 4 〃 ハナ 14．2�

（船橋）

59 ヒカルランナー 牡9鹿 57 岩部 純二安蒜 一修氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 532± 01：12．61� 566．3�
36 	 サウスキング 牡7黒鹿 57

54 ▲野中悠太郎南波 壽氏 久保田貴士 新冠 武田 修一 490＋101：12．81� 237．1�
48 トップライセンス 牝5青鹿55 内田 博幸 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 484－ 41：12．9� 24．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，964，500円 複勝： 50，118，300円 枠連： 24，897，300円
馬連： 90，632，800円 馬単： 38，133，700円 ワイド： 52，468，900円
3連複： 111，191，400円 3連単： 136，558，300円 計： 539，965，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，370円 複 勝 � 1，650円 � 500円 � 1，250円 枠 連（2－3） 15，370円

馬 連 �� 33，130円 馬 単 �� 72，580円

ワ イ ド �� 11，140円 �� 39，020円 �� 8，800円

3 連 複 ��� 412，830円 3 連 単 ��� 2，828，700円

票 数

単勝票数 計 359645 的中 � 6574（10番人気）
複勝票数 計 501183 的中 � 7705（12番人気）� 28556（7番人気）� 10283（11番人気）
枠連票数 計 248973 的中 （2－3） 1255（26番人気）
馬連票数 計 906328 的中 �� 2120（56番人気）
馬単票数 計 381337 的中 �� 394（123番人気）
ワイド票数 計 524689 的中 �� 1218（68番人気）�� 346（98番人気）�� 1544（62番人気）
3連複票数 計1111914 的中 ��� 202（335番人気）
3連単票数 計1365583 的中 ��� 35（1981番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．4―12．0―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．4―46．4―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハ ッ ト ラ ブ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．8．27 札幌3着

2014．4．27生 牝4鹿 母 ミルルーテウス 母母 ミルレーサー 8戦3勝 賞金 29，400，000円
※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。



00045 1月13日 晴 良 （30中山1）第4日 第9競走 ��1，600�
な はな

菜 の 花 賞
発走14時25分 （芝・右・外）

牝，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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

22 オ ハ ナ 牝3青鹿54 石橋 脩金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 412± 01：36．0 1．6�

56 ダンツクレイオー 牝3鹿 54 蛯名 正義山元 哲二氏 本田 優 千歳 社台ファーム 480＋121：36．21 43．2�
44 ラソワドール 牝3鹿 54 田辺 裕信 �シルクレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512＋141：36．3� 5．5�
11 ナスノカツラ 牝3黒鹿54 横山 典弘�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 454＋ 21：36．51� 11．6	
79 ジョブックコメン 牝3黒鹿54 内田 博幸�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 420± 01：36．6� 18．4

710 ロードライト 牝3青鹿54 嶋田 純次榊原源一郎氏 手塚 貴久 新冠 オリエント牧場 412－ 4 〃 ハナ 58．0�
67 � ハ ナ ザ カ リ 牝3黒鹿54 江田 照男岡田 壮史氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田牧場 468－ 6 〃 ハナ 178．1�
811 リープフラウミルヒ 牝3黒鹿54 柴田 大知 �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 416＋ 81：36．7クビ 51．5
33 	 ミスマンマミーア 牝3栗 54 森 泰斗�新生ファーム 佐藤 賢二 日高 新生ファーム 438－ 8 〃 クビ 10．5�

（船橋） （船橋）

812 レッドシャーロット 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム B456＋ 81：36．91� 6．0�
68 カガプラナス 牝3鹿 54 田中 勝春香川 憲次氏 萱野 浩二 日高 山際 辰夫 410± 01：37．11� 377．6�
55 � トウカイベリンダ 牝3黒鹿54 北村 宏司内村 正則氏 栗田 徹 平取 二風谷ファーム 466＋101：37．73� 71．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 55，751，300円 複勝： 106，384，700円 枠連： 21，875，000円
馬連： 109，584，900円 馬単： 60，934，600円 ワイド： 55，902，500円
3連複： 130，104，400円 3連単： 236，921，800円 計： 777，459，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 550円 � 150円 枠 連（2－5） 2，310円

馬 連 �� 3，800円 馬 単 �� 4，310円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 260円 �� 1，990円

3 連 複 ��� 4，880円 3 連 単 ��� 21，300円

票 数

単勝票数 計 557513 的中 � 262932（1番人気）
複勝票数 計1063847 的中 � 612787（1番人気）� 18260（7番人気）� 109462（2番人気）
枠連票数 計 218750 的中 （2－5） 7329（8番人気）
馬連票数 計1095849 的中 �� 22323（13番人気）
馬単票数 計 609346 的中 �� 10594（11番人気）
ワイド票数 計 559025 的中 �� 10290（16番人気）�� 66880（1番人気）�� 6413（22番人気）
3連複票数 計1301044 的中 ��� 19974（12番人気）
3連単票数 計2369218 的中 ��� 8063（64番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―11．9―11．9―12．5―12．0―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．5―36．4―48．3―1：00．8―1：12．8―1：24．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．2

3 ・（6，8）11－2（1，7）（10，4）（3，5，12）9
2
4

・（6，8）11（2，5，7）10（1，4，9）（3，12）・（6，8）11（1，2）（7，10，4）3（12，9）5
勝馬の
紹 介

オ ハ ナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．10．15 東京1着

2015．3．1生 牝3青鹿 母 ハ ウ オ リ 母母 ノースフライト 2戦2勝 賞金 17，280，000円
※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。

00046 1月13日 晴 良 （30中山1）第4日 第10競走 ��
��1，800�

は つ ふ じ

初富士ステークス
発走15時00分 （芝・右）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

78 サトノスティング 牡7青鹿57 横山 典弘 �サトミホースカンパニー 的場 均 千歳 社台ファーム 468＋ 81：49．5 42．8�
44 ウイングチップ �6黒鹿57 丸田 恭介 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 502＋ 21：49．6	 11．1�
810 カレンリスベット 牝7黒鹿55 蛯名 正義鈴木 隆司氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 506＋ 61：49．7クビ 26．6�
77 キャプテンペリー �5栗 57 大野 拓弥千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 500＋ 4 〃 ハナ 10．8�
33 コスモナインボール 牡6鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 大典牧場 494＋ 2 〃 クビ 21．3	
22 バ ル デ ス 牡4栗 56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 514＋10 〃 アタマ 1．8

89 ブラックスビーチ 牝4鹿 54 北村 宏司山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 452± 0 〃 アタマ 5．9�
11 ウインファビラス 牝5芦 55 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 480－ 61：49．91
 14．6�
55 クラウンディバイダ 牡5黒鹿57 石橋 脩�クラウン 斎藤 誠 浦河 日の出牧場 478＋ 6 〃 クビ 6．0
66 タブレットピーシー 牡7芦 57 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 496＋ 61：50．75 61．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 47，135，800円 複勝： 68，195，800円 枠連： 24，612，800円
馬連： 116，294，000円 馬単： 60，214，500円 ワイド： 63，324，300円
3連複： 139，116，700円 3連単： 250，936，400円 計： 769，830，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，280円 複 勝 � 780円 � 340円 � 560円 枠 連（4－7） 4，340円

馬 連 �� 15，940円 馬 単 �� 48，400円

ワ イ ド �� 4，050円 �� 3，760円 �� 2，160円

3 連 複 ��� 50，010円 3 連 単 ��� 558，060円

票 数

単勝票数 計 471358 的中 � 8802（9番人気）
複勝票数 計 681958 的中 � 21755（9番人気）� 57357（4番人気）� 31506（8番人気）
枠連票数 計 246128 的中 （4－7） 4394（14番人気）
馬連票数 計1162940 的中 �� 5651（34番人気）
馬単票数 計 602145 的中 �� 933（74番人気）
ワイド票数 計 633243 的中 �� 4005（36番人気）�� 4322（34番人気）�� 7652（26番人気）
3連複票数 計1391167 的中 ��� 2086（88番人気）
3連単票数 計2509364 的中 ��� 326（611番人気）

ハロンタイム 12．6―13．5―12．6―12．6―11．6―11．8―11．5―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―26．1―38．7―51．3―1：02．9―1：14．7―1：26．2―1：37．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノスティング �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2013．7．14 福島3着

2011．4．11生 牡7青鹿 母 ジェットスパークル 母母 ファイナルデスティネーション 38戦5勝 賞金 111，129，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



00047 1月13日 晴 良 （30中山1）第4日 第11競走 ��
��1，200�ジャニュアリーステークス

発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬
は超過額1，200万円毎1�増

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

47 � ベストマッチョ 	5黒鹿56 内田 博幸馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米
Fredericka V.
Caldwell &
Mitchel Skolnick

B490＋ 81：10．4 3．8�
59 マッチレスヒーロー 牡7栗 56 三浦 皇成�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 B486－ 61：10．61
 14．9�
34 � ベ ッ ク 牡7栗 56 北村 宏司細川祐季子氏 牧浦 充徳 平取 稲原牧場 516＋10 〃 クビ 21．8�
11 ドラゴンゲート 牡6栗 56 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 494－ 21：10．81
 3．6�
58 アールプロセス 牡7鹿 56 石橋 脩池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 520＋ 81：11．01
 9．2�
35 � ナンチンノン 牡7栗 57 丸田 恭介加藤 誠氏 中竹 和也 米 Henrietta K.

Alexander 538－ 6 〃 アタマ 16．4	
23 キタサンサジン 牡6栗 57 柴山 雄一�大野商事 梅田 智之 新ひだか 米田牧場 B536－ 21：11．1� 26．7

610� エイシンバランサー 牡6芦 56 田中 勝春�栄進堂 西園 正都 加 Adena

Springs B480＋ 4 〃 アタマ 11．6�
611 ヒカリブランデー 牡7鹿 56 森 泰斗�ヒカリクラブ 池上 昌弘 浦河 笠松牧場 492＋ 41：11．2 15．0

（船橋）

46 メイソンジュニア 牡4鹿 55 戸崎 圭太 �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 492－ 61：11．41
 5．5�

22 ゴーイングパワー 牡9鹿 57 大野 拓弥林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 502± 01：11．5 156．0�
815 キャプテンシップ 牡6鹿 56 江田 照男玉井 宏和氏 森 秀行 浦河 小池 博幸 516－ 41：11．6クビ 47．7�
712 ペイシャモンシェリ 牡7鹿 56 蛯名 正義北所 直人氏 目野 哲也 平取 赤石牧場 474＋ 21：11．81
 106．8�
713 カ ジ キ 牡9鹿 57 柴田 善臣幅田 昌伸氏 笹田 和秀 新ひだか 千代田牧場 502± 0 〃 ハナ 123．5�
814 テイエムヒッタマゲ 牡4栗 55 勝浦 正樹竹園 正繼氏 福島 信晴 鹿児島 テイエム牧場 490± 01：13．07 43．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 73，784，500円 複勝： 99，329，500円 枠連： 76，913，100円
馬連： 282，447，800円 馬単： 106，036，800円 ワイド： 123，745，000円
3連複： 370，633，900円 3連単： 510，666，000円 計： 1，643，556，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 340円 � 490円 枠 連（4－5） 630円

馬 連 �� 2，420円 馬 単 �� 3，660円

ワ イ ド �� 950円 �� 1，350円 �� 3，380円

3 連 複 ��� 13，100円 3 連 単 ��� 47，110円

票 数

単勝票数 計 737845 的中 � 151554（2番人気）
複勝票数 計 993295 的中 � 177276（2番人気）� 70603（5番人気）� 44982（8番人気）
枠連票数 計 769131 的中 （4－5） 94204（2番人気）
馬連票数 計2824478 的中 �� 90128（7番人気）
馬単票数 計1060368 的中 �� 21695（10番人気）
ワイド票数 計1237450 的中 �� 34386（9番人気）�� 23741（16番人気）�� 9137（41番人気）
3連複票数 計3706339 的中 ��� 21208（46番人気）
3連単票数 計5106660 的中 ��� 7858（159番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．3―11．8―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．9―45．7―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ベストマッチョ �
�
父 Macho Uno �

�
母父 Storm Cat デビュー 2016．2．6 東京1着

2013．2．10生 	5黒鹿 母 Encore 母母 Cash Run 12戦6勝 賞金 103，656，000円
※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。

00048 1月13日 晴 良 （30中山1）第4日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （芝・右・外）
1000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

48 ダイトウキョウ 牡6鹿 57 田辺 裕信市川 義美氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 464－ 21：08．6 4．6�
23 ショウナンアエラ 牡4黒鹿56 戸崎 圭太国本 哲秀氏 奥村 武 浦河 大北牧場 488± 01：08．7� 2．5�
24 ワイナルダム 牡4青鹿56 柴田 大知 �コスモヴューファーム 水野 貴広 青森 大前 典男 460± 01：09．01� 12．0�
816 ロ ジ ベ ス ト 牡4黒鹿56 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか チャンピオンズファーム 504＋ 61：09．21	 8．4�
35 クリーンファンキー 牝5栗 55 柴山 雄一石橋 和夫氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 494＋ 61：09．3クビ 28．7�
47 イ キ オ イ 牡6鹿 57 三浦 皇成西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 454± 0 〃 クビ 5．9	
815 ファイブフォース 牝4鹿 54 大野 拓弥�サンライズ 栗田 徹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 478－ 8 〃 アタマ 29．0

36 ヤマニンマンドール 牡6黒鹿57 田中 勝春土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 458－ 21：09．4
 47．8�
713 ウィズアットレース 牝6黒鹿 55

52 ▲武藤 雅岡田 牧雄氏 池上 昌弘 新冠 ラツキー牧場 426± 01：09．5
 94．0�
612 レヴァンタール �9鹿 57 丸田 恭介岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 452－ 21：09．71 250．6
59 ジョンブリアン 牝5黒鹿55 松岡 正海 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 464± 01：09．8� 23．9�
510 シルヴァーコード 牝6芦 55 北村 宏司田上 雅春氏 木村 哲也 新ひだか 岡田スタツド 486＋14 〃 クビ 26．3�
714� レインボーラヴラヴ 牝7青鹿55 森 泰斗飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 460－ 21：10．01	 50．5�

（船橋）

11 アズールムーン 牝4栗 54 石橋 脩 �シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 528＋16 〃 ハナ 38．2�
12 ジェイケイオジョウ 牝4鹿 54 蛯名 正義小谷野次郎氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 454－ 41：10．21
 50．3�
611 ミエノドリーマー 牡5栗 57

54 ▲野中悠太郎里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 B468－ 21：10．3クビ 43．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 60，035，200円 複勝： 75，010，600円 枠連： 44，211，200円
馬連： 150，926，400円 馬単： 61，901，800円 ワイド： 84，681，500円
3連複： 197，865，400円 3連単： 267，148，100円 計： 941，780，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 150円 � 130円 � 250円 枠 連（2－4） 350円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 280円 �� 970円 �� 590円

3 連 複 ��� 2，540円 3 連 単 ��� 13，860円

票 数

単勝票数 計 600352 的中 � 103699（2番人気）
複勝票数 計 750106 的中 � 134030（2番人気）� 180796（1番人気）� 56423（5番人気）
枠連票数 計 442112 的中 （2－4） 97619（1番人気）
馬連票数 計1509264 的中 �� 180386（1番人気）
馬単票数 計 619018 的中 �� 28355（4番人気）
ワイド票数 計 846815 的中 �� 87482（1番人気）�� 20363（7番人気）�� 35054（5番人気）
3連複票数 計1978654 的中 ��� 58306（4番人気）
3連単票数 計2671481 的中 ��� 13968（19番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．0―11．5―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．5―45．0―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F35．1
3 1，3（2，4，11，14）（5，16）15（9，10，13）－（6，8）7－12 4 1，3（2，4，11）（5，14，16）（9，10，15，13）（6，8）7，12
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダイトウキョウ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Monarchos デビュー 2014．9．6 札幌1着

2012．4．6生 牡6鹿 母 マネーペニー 母母 My White Corvette 19戦4勝 賞金 67，862，000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 ジョイフル号
※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。



（30中山1）第4日 1月13日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 181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

210，570，000円
2，590，000円
19，430，000円
1，220，000円
23，260，000円
72，471，500円
4，706，000円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
473，736，300円
781，307，800円
301，443，300円
1，161，885，600円
535，033，200円
637，743，500円
1，476，887，600円
2，074，965，700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 7，443，003，000円

総入場人員 17，117名 （有料入場人員 15，460名）
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