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増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

00049 1月14日 晴 良 （30中山1）第5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

714 ナイツブリッジ 牡3黒鹿56 石橋 脩村野 康司氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 502± 01：13．2 7．8�
47 キミワテンマ 牡3鹿 56

53 ▲武藤 雅浦邊 輝實氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 492＋ 41：13．41� 10．1�
23 ヴォルフスブルク 牡3芦 56 内田 博幸 �コスモヴューファーム 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム 462＋ 41：13．5� 4．1�
48 シセイタケル 牡3栗 56 吉田 隼人猪苗代 勇氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 476＋ 21：14．24 4．7�
612	 セイウンアカマイ 牝3栗 54 田辺 裕信西山 茂行氏 上原 博之 米

Pollock Farms, T &
C Kentucky Inc &
Arthur Maberry

454－ 21：14．51
 3．0�
713 アールビット 牡3栗 56 戸崎 圭太小原準一郎氏 田島 俊明 浦河 山下 恭茂 456－ 4 〃 クビ 9．8	
510 ディアフェルスパー �3鹿 56 江田 照男ディアレストクラブ
 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ 452＋ 21：14．71� 85．0�
12 ク グ ロ フ 牡3黒鹿56 三浦 皇成 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 伊藤 圭三 新ひだか 田中 裕之 490－ 21：14．8� 27．0�
36 ダテノイグナイト 牡3栗 56 柴山 雄一関 駿也氏 清水 英克 日高 スマイルファーム 464＋ 21：15．01� 142．4
59 ハ イ チ ー ズ 牡3鹿 56 杉原 誠人 
ローレルレーシング 小島 茂之 新冠 村上 欽哉 492＋ 81：15．1クビ 37．9�
11 スエヒロソール 牡3鹿 56 伊藤 工真
みどり住宅 金成 貴史 新冠 赤石 久夫 438－121：15．2� 144．0�
611 クリノロマン 牝3芦 54

53 ☆木幡 初也栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 宮内牧場 B458＋ 41：15．73 160．9�
816 パ レ ハ 牝3青鹿54 武士沢友治山本弥恵子氏 田中 剛 新冠 松浦牧場 428－ 4 〃 ハナ 99．7�
815 バトルエピカ 牝3鹿 54 木幡 初広宮川 秋信氏 牧 光二 新ひだか 沖田 忠幸 450 ―1：15．91 38．5�
35 プリンスオブハート 牡3栗 56 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 日高 横井 哲 470＋381：16．64 142．6�
24 ティエンラン 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎山口功一郎氏 栗田 博憲 浦河 山田牧場 454＋ 81：19．0大差 132．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，259，400円 複勝： 44，890，200円 枠連： 14，894，300円
馬連： 68，102，400円 馬単： 29，607，700円 ワイド： 41，079，400円
3連複： 91，678，100円 3連単： 108，484，000円 計： 428，995，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 230円 � 310円 � 150円 枠 連（4－7） 720円

馬 連 �� 3，470円 馬 単 �� 5，940円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 750円 �� 690円

3 連 複 ��� 4，320円 3 連 単 ��� 26，580円

票 数

単勝票数 計 302594 的中 � 30946（4番人気）
複勝票数 計 448902 的中 � 48749（4番人気）� 31812（6番人気）� 92521（2番人気）
枠連票数 計 148943 的中 （4－7） 15833（4番人気）
馬連票数 計 681024 的中 �� 15201（14番人気）
馬単票数 計 296077 的中 �� 3738（27番人気）
ワイド票数 計 410794 的中 �� 9197（15番人気）�� 14237（9番人気）�� 15516（7番人気）
3連複票数 計 916781 的中 ��� 15883（14番人気）
3連単票数 計1084840 的中 ��� 2958（95番人気）

ハロンタイム 11．8―10．8―11．6―12．5―13．1―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．6―34．2―46．7―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナイツブリッジ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2017．10．22 東京8着

2015．3．19生 牡3黒鹿 母 スペシャルポケット 母母 トゥースペシャル 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ティエンラン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年2月14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） 1頭 カシノパンプアップ号
（非抽選馬） 4頭 イカヅチ号・カイザーメランジェ号・ゴウノモノ号・ポステリタス号

00050 1月14日 晴 良 （30中山1）第5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）

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

714 デルマカルヴァドス 牡3鹿 56
53 ▲武藤 雅浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 482－ 21：57．9 3．3�

510 リキサンゴルト 牡3鹿 56 内田 博幸 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 500＋ 21：58．96 13．7�
36 サンシャイアン 牡3鹿 56 蛯名 正義 �加藤ステーブル 杉浦 宏昭 浦河 吉田 又治 476＋ 21：59．22 27．4�
35 アルスラーン 牡3黒鹿56 三浦 皇成小泉 修氏 小西 一男 新ひだか 前谷 武志 478－ 4 〃 クビ 3．9�
612 アイコンタクト 牡3黒鹿56 戸崎 圭太�KTレーシング 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 512－ 61：59．3クビ 5．6	
59 ダイヤクリーガー 牡3黒鹿56 柴田 善臣 �ダイヤモンドファーム 二ノ宮敬宇 浦河 ダイヤモンドファーム 504－ 22：00．15 6．3

23 キタノアラムシャ 牡3黒鹿56 津村 明秀河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 462－ 22：00．2� 24．2�
713 ブラックコニャック 牡3鹿 56 大野 拓弥黒澤 尚氏 柴田 政人 新冠 村上 欽哉 462＋ 22：00．41 245．0�
12 デカルコマニー 牡3鹿 56 黛 弘人松尾 正氏 藤原 辰雄 秋田 松尾 豊 448± 02：00．5� 171．2
48 シ ゲ ノ ブ 牡3黒鹿56 田中 勝春玉腰 勇吉氏 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 502－ 22：00．6クビ 9．7�
11 エンパイアソング 牡3鹿 56 武士沢友治松平 正樹氏 勢司 和浩 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 556± 02：01．13 94．0�
815 モルドレッド 牡3鹿 56 田辺 裕信村木 隆氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 484－ 42：01．2クビ 17．5�
816 スリーマグナム 牡3鹿 56 江田 照男永井商事� 田中 剛 新ひだか 城地牧場 496－ 22：01．62� 43．9�
47 ト サ イ チ 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎林 啓二氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 456＋ 82：01．81� 307．6�
24 ハーモニーヘルメス 牡3鹿 56 柴山 雄一日下部勝德氏 土田 稔 日高 西野 春樹 512－ 42：01．9� 314．6�
611 モ ッ ポ サ ン 牡3栗 56 嘉藤 貴行�ミルファーム 田中 清隆 浦河 ミルファーム 500＋ 62：02．53� 302．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，569，400円 複勝： 41，789，300円 枠連： 15，764，800円
馬連： 62，646，300円 馬単： 28，592，200円 ワイド： 37，833，000円
3連複： 80，576，300円 3連単： 92，611，700円 計： 387，383，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 300円 � 450円 枠 連（5－7） 600円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 2，070円

ワ イ ド �� 530円 �� 1，010円 �� 1，960円

3 連 複 ��� 6，690円 3 連 単 ��� 23，510円

票 数

単勝票数 計 275694 的中 � 65942（1番人気）
複勝票数 計 417893 的中 � 88021（1番人気）� 32513（6番人気）� 19720（7番人気）
枠連票数 計 157648 的中 （5－7） 20086（1番人気）
馬連票数 計 626463 的中 �� 35853（5番人気）
馬単票数 計 285922 的中 �� 10328（6番人気）
ワイド票数 計 378330 的中 �� 19312（5番人気）�� 9489（14番人気）�� 4709（28番人気）
3連複票数 計 805763 的中 ��� 9031（28番人気）
3連単票数 計 926117 的中 ��� 2855（70番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―14．8―13．9―12．9―12．5―12．8―13．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．9―39．7―53．6―1：06．5―1：19．0―1：31．8―1：44．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デルマカルヴァドス �
�
父 サムライハート �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．11．5 東京6着

2015．4．11生 牡3鹿 母 ワ イ メ ア 母母 シアトルデライター 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。
（非当選馬） 2頭 ショウナンバリウス号・プローシブル号

第１回 中山競馬 第５日



00051 1月14日 晴 良 （30中山1）第5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）
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
1：48．5
1：47．8

重
重

510 ミ ズ カ ゼ 牡3栗 56
55 ☆木幡 初也�ラ・メール 田村 康仁 新ひだか 前田牧場 472 ―1：59．8 104．3�

612 ヘッドスタート 牡3芦 56 三浦 皇成山田 弘氏 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 458 ―1：59．9� 4．8�
36 ヒナイチカグラヤ 牡3鹿 56 嘉藤 貴行西村 亮二氏 高橋 文雅 浦河 グランデファーム 506 ―2：00．43 70．4�
59 ショウナンカルロ 牡3鹿 56 丹内 祐次�湘南 古賀 史生 平取 稲原牧場 534 ―2：00．5クビ 11．2�
47 トーセンモナルカ 牡3黒鹿56 内田 博幸島川 	哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 480 ― 〃 クビ 8．8

714 ジュンサロマ 牝3鹿 54 石橋 脩河合 純二氏 斎藤 誠 新冠 川上牧場 454 ―2：00．6� 20．3�
815 シ ン マ 牡3栗 56

53 ▲武藤 雅�MMC 田村 康仁 新冠 赤石 久夫 450 ―2：01．02� 58．5�
713 ベルウッドスワロー 牡3鹿 56 西田雄一郎鈴木 照雄氏 本間 忍 新ひだか 土田農場 484 ―2：01．21� 134．9
23 ヒラボクプレミアム 牡3青 56 吉田 隼人�平田牧場 国枝 栄 日高 下河辺牧場 462 ― 〃 ハナ 2．4�
816 スイスピリッツ 牡3芦 56 江田 照男芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 野坂牧場 466 ―2：01．62� 38．9�
12 デルマバラライカ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太浅沼 廣幸氏 天間 昭一 千歳 社台ファーム 518 ―2：01．7	 6．6�
35 フラントイオ 牡3鹿 56 柴山 雄一ライオンレースホース� 畠山 吉宏 新ひだか 藤沢牧場 482 ―2：02．44 23．5�
11 ナ イ ア 牡3黒鹿56 木幡 初広山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 白井牧場 522 ―2：03．25 17．9�
611 ピースワントップ 牡3栗 56 北村 宏司長谷川成利氏 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 520 ―2：03．3� 40．1�
48 サンアニストン 
3黒鹿56 長岡 禎仁 �加藤ステーブル 加藤 和宏 新冠 海馬沢 明 440 ― 〃 アタマ 151．3�
24 ウェブマスター 牡3黒鹿56 田辺 裕信石川 達絵氏 奥村 武 浦河 市川フアーム 498 ―2：04．04 28．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，519，400円 複勝： 33，186，400円 枠連： 16，284，400円
馬連： 54，949，000円 馬単： 26，518，800円 ワイド： 34，226，700円
3連複： 68，955，700円 3連単： 82，203，500円 計： 342，843，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 10，430円 複 勝 � 2，010円 � 210円 � 2，200円 枠 連（5－6） 2，650円

馬 連 �� 22，830円 馬 単 �� 47，920円

ワ イ ド �� 6，350円 �� 26，870円 �� 6，790円

3 連 複 ��� 197，390円 3 連 単 ��� 1，045，570円

票 数

単勝票数 計 265194 的中 � 2033（14番人気）
複勝票数 計 331864 的中 � 3722（14番人気）� 54355（2番人気）� 3401（15番人気）
枠連票数 計 162844 的中 （5－6） 4758（11番人気）
馬連票数 計 549490 的中 �� 1865（50番人気）
馬単票数 計 265188 的中 �� 415（105番人気）
ワイド票数 計 342267 的中 �� 1397（53番人気）�� 327（106番人気）�� 1304（56番人気）
3連複票数 計 689557 的中 ��� 262（307番人気）
3連単票数 計 822035 的中 ��� 57（1527番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―26．1―40．0―53．9―1：06．8―1：19．6―1：32．4―1：46．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．0―3F40．2
1
3
14，15（10，11）（2，6，16）1（8，13）12，3－7，9，4，5
14（15，2，13）10，1（6，11）（8，12）（3，9）－（7，16）－5＝4

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

勝馬の
紹 介

ミ ズ カ ゼ �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 ティンバーカントリー 初出走

2015．3．31生 牡3栗 母 フォレストメリー 母母 ツ キ メ リ ー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 ベルウッドスワロー号の騎手西田雄一郎は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）

ミズカゼ号の騎手木幡初也は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：2番・13番）
※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） 5頭 ヴァルカウス号・サクラトップスター号・ジュノーフォンテン号・マトラッセ号・ユイノチョッパー号

00052 1月14日 晴 良 （30中山1）第5日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走11時30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
1：08．7
1：08．7

重
重

12 デピュティプライム �5栗 57 田辺 裕信丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 484＋ 21：11．8 2．3�
713	 ライバーバード 牡4芦 56 戸崎 圭太馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Marablue

Farm, LLC B498＋ 21：12．01
 4．6�
816� ソルサリエンテ 牡4栗 56 柴山 雄一西森 鶴氏 清水 英克 新冠 オリエント牧場 498＋ 21：12．1
 12．6�
47 プッシュアゲン 牡5栗 57

54 ▲武藤 雅浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 笠松牧場 516＋ 2 〃 ハナ 5．3�
815 トウショウデュエル 牡6栗 57 大野 拓弥トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 532＋241：12．31� 23．0�
48 ロ ジ ム ー ン 牡4鹿 56 三浦 皇成久米田正明氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 452－ 21：12．72
 15．0	
11 ゴールドブラッド 牡4栗 56 田中 勝春居城 寿与氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム 498＋ 21：13．12
 10．7

35 サンクタリリアス 牝6芦 55 内田 博幸�ミルファーム 田中 清隆 新冠 ラツキー牧場 494＋ 8 〃 ハナ 57．1�
36 � ステラルーチェ 牡6栗 57 北村 宏司池田 草龍氏 蛯名 利弘 新ひだか 三石ファーム 490＋ 81：13．41 69．3
612	 ラ ー リ オ �5鹿 57 勝浦 正樹吉田 和美氏 田村 康仁 米 Roger S.

Braugh Jr. 538± 0 〃 クビ 20．3�
611� ショーストーム 牡5鹿 57 丹内 祐次吉冨 学氏 加藤 和宏 浦河 酒井牧場 488＋141：13．5クビ 221．7�
510� スマートモニカ 牝4鹿 54

53 ☆木幡 初也トニー倶楽部 古賀 史生 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 426＋ 11：13．81 173．1�
24 サンデュランゴ 牝4栗 54 二本柳 壮 �加藤ステーブル 蛯名 利弘 新ひだか 三石川上牧場 472－ 41：14．01 28．1�
59 ノットオンリー 牡4鹿 56 西田雄一郎久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 448＋161：14．1 239．4�
714� ケイツーマルク 牡4鹿 56 宮崎 北斗楠本 勝美氏 柴田 政人 厚真 阿部 栄乃進 B498－ 61：15．16 245．2�
23 � ドミネイトアゲン 牝5鹿 55 柴田 大知浅川 皓司氏 加藤 和宏 様似 猿倉牧場 446－ 71：15．31 127．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，780，900円 複勝： 45，664，800円 枠連： 19，699，900円
馬連： 72，145，400円 馬単： 34，638，000円 ワイド： 46，074，800円
3連複： 98，477，700円 3連単： 119，757，800円 計： 473，239，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 140円 � 290円 枠 連（1－7） 470円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 260円 �� 750円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 3，110円 3 連 単 ��� 10，350円

票 数

単勝票数 計 367809 的中 � 124531（1番人気）
複勝票数 計 456648 的中 � 119775（1番人気）� 87445（2番人気）� 27011（5番人気）
枠連票数 計 196999 的中 （1－7） 32436（2番人気）
馬連票数 計 721454 的中 �� 100106（1番人気）
馬単票数 計 346380 的中 �� 28249（1番人気）
ワイド票数 計 460748 的中 �� 53162（1番人気）�� 14554（7番人気）�� 9469（14番人気）
3連複票数 計 984777 的中 ��� 23731（9番人気）
3連単票数 計1197578 的中 ��� 8382（20番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．5―12．2―12．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．2―46．4―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デピュティプライム �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．9．27 中山1着

2013．3．20生 �5栗 母 ジ ャ ド ー ル 母母 イージーラヴァー 17戦3勝 賞金 40，600，000円
〔発走状況〕 ドミネイトアゲン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ドミネイトアゲン号は，平成30年1月15日から平成30年2月4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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 プティトシャンティ号・ペイシャエヴァー号



00053 1月14日 晴 良 （30中山1）第5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）
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
1：30．7
1：30．7

良
良

611 モルフェオルフェ 牝3鹿 54 吉田 隼人並河賢一郎氏 大江原 哲 浦河 宮内牧場 430＋ 41：35．6 11．1�
510 リビングマイライフ 牝3鹿 54 大野 拓弥�G1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 494－ 21：35．92 28．7�
59 ソーラーフレア 牡3鹿 56 田辺 裕信 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464－ 8 〃 ハナ 4．2�
11 スールマカロン 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 440－ 41：36．0� 6．4�
612 ラヴァクール 牝3栗 54 北村 宏司村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 504－ 41：36．1クビ 2．0	
713 ブラックキングダム 牡3青鹿56 内田 博幸草間 庸文氏 尾形 和幸 日高 シンボリ牧場 472＋ 21：36．41� 14．4

12 アイアムヒメ 牝3栗 54 柴田 善臣玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 454－ 61：36．61� 31．1�
36 カ ラ ド ゥ ラ 牝3鹿 54 石橋 脩 �キャロットファーム 斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 21：36．81	 67．4�
47 バララットゴールド 牡3鹿 56 津村 明秀吉田 和美氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 498－ 21：37．01� 21．0
816 プレイズラン 牝3栗 54 木幡 初広岡村 善行氏 牧 光二 日高 天羽牧場 448 ―1：37．21� 267．5�
714 ドルチェラヴィータ 牝3黒鹿54 蛯名 正義高橋 文男氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 422＋ 21：37．41� 28．0�
24 マウントレーニア 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎�ミルファーム 高橋 文雅 新冠 ラツキー牧場 440＋ 61：37．5	 123．1�
23 ヴィルジェン 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 浦河 モトスファーム 418－ 2 〃 クビ 336．1�
48 ク ク ル カ ン 牡3鹿 56 勝浦 正樹金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 日高 日高大洋牧場 472＋141：37．6	 48．7�
35 イデアドーター 牝3黒鹿54 江田 照男益田 修一氏 岩戸 孝樹 新ひだか 西川富岡牧場 438－ 61：38．02	 137．9�
815 ヴィアプライド 牡3鹿 56

53 ▲武藤 雅 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 堀井 雅広 新ひだか 岡田スタツド 504＋181：39．38 237．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，433，600円 複勝： 51，229，100円 枠連： 22，043，800円
馬連： 86，359，600円 馬単： 40，239，400円 ワイド： 51，519，900円
3連複： 110，039，300円 3連単： 134，688，600円 計： 537，553，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 260円 � 540円 � 160円 枠 連（5－6） 380円

馬 連 �� 9，320円 馬 単 �� 18，710円

ワ イ ド �� 2，130円 �� 650円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 8，540円 3 連 単 ��� 80，230円

票 数

単勝票数 計 414336 的中 � 29614（4番人気）
複勝票数 計 512291 的中 � 48217（4番人気）� 19758（9番人気）� 101616（2番人気）
枠連票数 計 220438 的中 （5－6） 44095（1番人気）
馬連票数 計 863596 的中 �� 7175（26番人気）
馬単票数 計 402394 的中 �� 1613（46番人気）
ワイド票数 計 515199 的中 �� 6001（23番人気）�� 21522（6番人気）�� 10033（15番人気）
3連複票数 計1100393 的中 ��� 9661（26番人気）
3連単票数 計1346886 的中 ��� 1217（231番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―11．9―12．0―12．0―11．5―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．4―36．3―48．3―1：00．3―1：11．8―1：23．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．3

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

モルフェオルフェ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．7．22 福島4着

2015．3．27生 牝3鹿 母 ス マ ッ シ ュ 母母 ロフティーエイム 5戦1勝 賞金 9，400，000円
〔制裁〕 マウントレーニア号の騎手野中悠太郎は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3番・7番・1

番・14番）
スールマカロン号の騎手戸崎圭太は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）

※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。
（非抽選馬） 6頭 アーススマイヤー号・ケイヴェイロン号・ストレイライトラン号・ハリケーンヴォーグ号・フジワンタイフーン号・

ミッキーボニータ号

00054 1月14日 晴 良 （30中山1）第5日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時50分 （芝・右・外）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

12 ビ リ ー バ ー 牝3黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 442± 01：09．6 22．2�
612 メイラヴェル 牝3鹿 54 津村 明秀千明牧場 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 442＋18 〃 アタマ 34．9�
47 ウ ィ ズ 牡3鹿 56 大野 拓弥 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新冠 ラツキー牧場 482＋ 8 〃 ハナ 3．7�
23 オジョーノキセキ 牝3鹿 54 北村 宏司前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 506＋10 〃 クビ 4．5�
11 セイウンリリシイ 牝3鹿 54 内田 博幸西山 茂行氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 474＋101：09．7� 7．4	
510 ト ン ボ イ 牝3栗 54 三浦 皇成幅田 京子氏 西園 正都 浦河 大北牧場 420± 01：10．12� 29．5

714 ブルベアルッコラ 牡3鹿 56 田中 勝春 �ブルアンドベア 渡辺 薫彦 日高 中前牧場 472＋ 6 〃 アタマ 64．9�
35 ア ー ヒ ラ 牝3芦 54 長岡 禎仁�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 430＋ 21：10．2クビ 188．1�
24 ラ ン ス マ ン 牡3鹿 56 石橋 脩吉田 勝己氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 554＋ 21：10．3� 15．5
59 リンシャンカイホウ 牡3鹿 56 吉田 隼人�KTレーシング 田中 剛 新冠 パカパカ

ファーム 444± 01：10．4� 5．0�
713 ジェッシージェニー 牝3栗 54 戸崎 圭太松田 整二氏 牧浦 充徳 平取 びらとり牧場 434± 01：10．5� 16．8�
36 ト ラ ン プ 牡3鹿 56 勝浦 正樹大塚 亮一氏 高橋 裕 新冠 ハクツ牧場 440± 01：10．6� 104．7�
611 ベルウッドキング 牡3鹿 56 黛 弘人鈴木 照雄氏 和田 雄二 日高 増尾牧場 442＋ 6 〃 アタマ 27．5�
815 イランカラプテ 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎�ミルファーム 小野 次郎 日高 坂東ファーム 406－ 41：11．02� 64．4�
48 レ ト リ ッ ク 牡3芦 56 田辺 裕信 �カナヤマホール

ディングス 黒岩 陽一 新冠 オリエント牧場 452＋10 〃 ハナ 9．0�
816	 ピ ー ベ リ ー 牝3青鹿54 菅原 俊吏松田 正一氏 伊藤 和 新ひだか 桑嶋 峰雄 434－151：11．1� 213．5�

（岩手） （岩手）

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，597，400円 複勝： 50，229，300円 枠連： 23，460，900円
馬連： 84，030，300円 馬単： 33，718，600円 ワイド： 49，664，100円
3連複： 107，985，300円 3連単： 124，893，500円 計： 508，579，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，220円 複 勝 � 470円 � 720円 � 180円 枠 連（1－6） 2，750円

馬 連 �� 35，180円 馬 単 �� 66，020円

ワ イ ド �� 7，950円 �� 1，280円 �� 2，080円

3 連 複 ��� 38，860円 3 連 単 ��� 339，130円

票 数

単勝票数 計 345974 的中 � 12415（8番人気）
複勝票数 計 502293 的中 � 24832（7番人気）� 15223（10番人気）� 92937（1番人気）
枠連票数 計 234609 的中 （1－6） 6607（11番人気）
馬連票数 計 840303 的中 �� 1851（66番人気）
馬単票数 計 337186 的中 �� 383（134番人気）
ワイド票数 計 496641 的中 �� 1569（65番人気）�� 10235（15番人気）�� 6173（25番人気）
3連複票数 計1079853 的中 ��� 2084（110番人気）
3連単票数 計1248935 的中 ��� 267（848番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―11．5―11．7―12．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―33．7―45．4―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F35．9
3 1（8，9，15）3，10（12，13）（2，7）（11，16）14（5，6）4 4 1（8，9）3（12，10，15）2（7，13）（5，11，16，14）6，4

勝馬の
紹 介

ビ リ ー バ ー �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2017．6．3 東京3着

2015．1．26生 牝3黒鹿 母 デイドリーマー 母母 ドリームスキーム 8戦2勝 賞金 19，200，000円
〔制裁〕 ブルベアルッコラ号の騎手田中勝春は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）

イランカラプテ号の騎手野中悠太郎は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11
番）

※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。



00055 1月14日 晴 良 （30中山1）第5日 第7競走 ��2，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時20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
2：28．8
2：28．6

重
不良

35 ダウンザライン 牡4芦 56 柴山 雄一�Basic 尾形 充弘 新冠 ラツキー牧場 B482＋ 62：36．6 13．3�
47 サイドチェンジ 牡4黒鹿56 勝浦 正樹大塚 亮一氏 池上 昌弘 新ひだか 平野牧場 B504± 02：36．7� 1．8�
510 イルフォーコン 牡5黒鹿57 柴田 善臣 H.F Association 武市 康男 浦河 福田牧場 464＋ 22：36．91� 4．6�
48 フォースリッチ 牡5黒鹿57 田中 勝春宇田 豊氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 474－ 62：37．53� 113．9�
24 � エンパイアカラー �4黒鹿56 村田 一誠吉澤 克己氏 藤原 辰雄 新冠 ヒカル牧場 510＋ 4 〃 ハナ 23．7�
611� デルマキミコイシ 牡4芦 56 長岡 禎仁浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 500－ 22：37．81	 79．9	
36 � サトノギャラクシー 牡6青鹿57 内田 博幸 �サトミホースカンパニー 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B552± 02：38．01
 23．5

59 ロージズバード 牡4黒鹿56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 牧 光二 新ひだか 松田牧場 B512－ 22：38．1� 12．8�
11 トーホウデサント 牡5鹿 57 吉田 隼人東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 498＋ 22：38．2� 46．8�
612 ブラックドーン 牡4鹿 56 津村 明秀吉田 勝己氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム B534＋122：38．3� 66．5
23 オ ー パ �5鹿 57 西田雄一郎馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B504－ 2 〃 ハナ 17．4�
713 ラインセイラ 牝5栗 55 武士沢友治大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 474＋ 2 〃 クビ 78．1�
816� オ ケ ア ノ ス 牡6鹿 57 大野 拓弥清水 敏氏 南田美知雄 浦河 ミルファーム B532＋ 42：38．83 21．2�
714 ディライトラッシュ 牡4鹿 56 北村 宏司 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀井 雅広 浦河 小倉牧場 B498－ 22：39．22� 12．1�
12 ニシノオラクル 牡4栗 56

53 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 ガーベラパー
クスタツド 454＋122：40．58 174．6�

815� プレツィオーゼ �6鹿 57 江田 照男髙橋 貴士氏 武藤 善則 登別 ユートピア牧場 438－ 22：42．6大差 235．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，413，200円 複勝： 42，244，600円 枠連： 22，312，100円
馬連： 81，881，700円 馬単： 41，924，900円 ワイド： 49，533，000円
3連複： 108，044，700円 3連単： 145，252，700円 計： 521，606，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 280円 � 110円 � 130円 枠 連（3－4） 880円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 4，640円

ワ イ ド �� 560円 �� 800円 �� 180円

3 連 複 ��� 1，640円 3 連 単 ��� 16，060円

票 数

単勝票数 計 304132 的中 � 18222（5番人気）
複勝票数 計 422446 的中 � 23184（6番人気）� 139931（1番人気）� 80966（2番人気）
枠連票数 計 223121 的中 （3－4） 19648（3番人気）
馬連票数 計 818817 的中 �� 43028（4番人気）
馬単票数 計 419249 的中 �� 6771（12番人気）
ワイド票数 計 495330 的中 �� 19720（5番人気）�� 13170（11番人気）�� 90043（1番人気）
3連複票数 計1080447 的中 ��� 49235（3番人気）
3連単票数 計1452527 的中 ��� 6554（36番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―12．7―13．2―13．6―13．7―13．2―12．6―12．5―12．8―13．2―14．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．6―37．3―50．5―1：04．1―1：17．8―1：31．0―1：43．6―1：56．1―2：08．9―2：22．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F53．0―3F40．5
1
�
7，12（8，15）9（4，10）（2，6，16）11，14（5，13）1－3
7，12－8（4，9）（5，10）（6，16）（2，11）（14，13）－1，15，3

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

勝馬の
紹 介

ダウンザライン �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 オペラハウス デビュー 2016．7．16 福島6着

2014．5．9生 牡4芦 母 シルキージュエル 母母 ルビータイガー 15戦2勝 賞金 16，000，000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。
（非当選馬） 1頭 リョウランヒーロー号

00056 1月14日 晴 良 （30中山1）第5日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時50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
1：48．5
1：47．8

重
重

510� ソレイユドパリ 牡4栗 56 石橋 脩吉田 千津氏 堀 宣行 米 Stone Farm 526－ 21：53．7 1．7�
24 パレスハングリー 牝4黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎西村 豊氏 大江原 哲 新ひだか カタオカフアーム 482＋ 41：54．23 12．2�
713 アスタリスク 牡5鹿 57 田辺 裕信石川 達絵氏 奥村 武 新ひだか 山際 智 476＋ 61：54．51	 6．8�
714 ダイチトゥルース 牡7黒鹿57 武士沢友治 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 468－ 6 〃 クビ 249．5�
59 フジマサクラウン 牡7鹿 57 田中 勝春藤原 正一氏 松永 康利 千歳 社台ファーム B522＋ 21：54．71
 20．5�
12 ア ッ キ ー 牝5鹿 55 柴田 大知佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 466＋ 61：54．91
 53．5	
11 ハ シ カ ミ 牡5青鹿57 戸崎 圭太中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 470－101：55．0� 38．0

612� ランニングウインド 牡4鹿 56 吉田 隼人島川 �哉氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 490＋10 〃 ハナ 26．9�
815 ディアドナテロ 牡6黒鹿57 勝浦 正樹ディアレストクラブ 池上 昌弘 新冠 武田牧場 B482± 0 〃 同着 27．4�
36 ハヤブサプリプリ 牝5鹿 55 北村 宏司武田 修氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 468＋ 41：55．1� 140．3�
611 フォーハンドレッド 牡4黒鹿56 大野 拓弥窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 480＋ 2 〃 アタマ 5．0�
48 エグランティーナ 牝6黒鹿55 三浦 皇成村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 546＋ 61：55．31 50．1�
816 エンクエントロス 牡6鹿 57 内田 博幸山口 裕介氏 黒岩 陽一 新冠 対馬 正 B508＋ 21：55．4� 36．6�
23 ケイツートール 牡5青鹿57 西田雄一郎楠本 勝美氏 蛯名 利弘 新冠 飛渡牧場 504＋161：55．82� 168．2�
47 フクノクオリア 4黒鹿56 横山 和生福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新ひだか 山際牧場 512＋ 41：56．86 178．3�
35 サ ノ コ コ 牝5鹿 55 津村 明秀佐野 信幸氏 栗田 徹 新冠 武田 修一 504－ 21：58．8大差 127．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，474，900円 複勝： 105，922，100円 枠連： 27，396，000円
馬連： 106，183，700円 馬単： 55，226，900円 ワイド： 60，878，200円
3連複： 133，978，200円 3連単： 210，692，200円 計： 747，752，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 220円 � 160円 枠 連（2－5） 860円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 390円 �� 270円 �� 910円

3 連 複 ��� 1，840円 3 連 単 ��� 4，730円

票 数

単勝票数 計 474749 的中 � 219495（1番人気）
複勝票数 計1059221 的中 � 670964（1番人気）� 47526（4番人気）� 82047（3番人気）
枠連票数 計 273960 的中 （2－5） 24452（4番人気）
馬連票数 計1061837 的中 �� 104647（3番人気）
馬単票数 計 552269 的中 �� 39857（3番人気）
ワイド票数 計 608782 的中 �� 40354（3番人気）�� 64323（2番人気）�� 15068（10番人気）
3連複票数 計1339782 的中 ��� 54555（4番人気）
3連単票数 計2106922 的中 ��� 32271（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．8―37．6―50．6―1：03．2―1：15．7―1：28．3―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ソレイユドパリ �
�
父 Lemon Drop Kid �

�
母父 Maria’s Mon デビュー 2017．2．12 京都3着

2014．5．10生 牡4栗 母 Chatham 母母 Circle of Gold 7戦3勝 賞金 30，958，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サノココ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年2月14日まで平地競走に出

走できない。



00057 1月14日 晴 良 （30中山1）第5日 第9競走 ��
��1，200�

はつはる

初春ステークス
発走14時25分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，29．1．14以降30．1．8まで1回以上出走馬；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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

713 コパノマイケル 牡5栗 54 田辺 裕信小林 祥晃氏 村山 明 日高 三城牧場 B528＋ 41：11．0 6．3�
612 シゲルコング 牡4鹿 53 武藤 雅森中 蕃氏 松永 康利 新ひだか 増本 良孝 B512＋ 4 〃 ハナ 24．6�
48 サザンボルケーノ 牡4栗 55 柴田 大知南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 506＋101：11．31� 15．7�
611 スズカグラーテ 牝4黒鹿52 長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 462＋ 2 〃 ハナ 15．6�
24 メイショウツレヅレ 牝9黒鹿53 北村 宏司松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 太陽牧場 458± 0 〃 クビ 44．9�
36 ガ ン ジ ー 牡7栗 54 野中悠太郎岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 510－ 41：11．5� 46．4�
12 ディープミタカ 牡7栗 54 大野 拓弥深見 敏男氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 462－ 4 〃 ハナ 37．9	
816 レ レ マ ー マ 牡6栗 55 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス
 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B530－ 21：11．6� 2．3�
714 リンガスウーノ 牝5栗 54 内田 博幸伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 498± 0 〃 クビ 6．9�
23 アディラート 牡4黒鹿55 柴田 善臣安原 浩司氏 須貝 尚介 新ひだか タガミファーム B494－ 21：11．7� 4．8
59 コスタアレグレ 牡8栗 52 丹内 祐次安原 浩司氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田牧場 484－ 6 〃 クビ 246．2�
11 ボンボンキャスト 牝6黒鹿51 伊藤 工真山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 B502± 01：11．8� 84．0�
815 プレシャスエース 牡5鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド B504－ 41：11．9クビ 36．5�
35 リュクサンブール 	7鹿 52 木幡 初也村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 486＋ 81：12．0� 205．9�
47 
 エルフィンコーブ 牝5鹿 52 吉田 隼人吉田 和子氏 池添 学 米

John David O’Far-
rell & J. Michael
O’Farrell, Jr.

502－ 61：12．85 76．4�
510 サクラフローラ 牝7黒鹿52 蛯名 正義
さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 谷岡スタット 540＋121：13．12 47．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 65，739，100円 複勝： 88，001，000円 枠連： 41，477，700円
馬連： 172，646，500円 馬単： 72，230，600円 ワイド： 99，586，700円
3連複： 236，445，200円 3連単： 299，282，600円 計： 1，075，409，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 280円 � 670円 � 390円 枠 連（6－7） 1，300円

馬 連 �� 7，600円 馬 単 �� 12，730円

ワ イ ド �� 2，680円 �� 1，230円 �� 3，830円

3 連 複 ��� 27，080円 3 連 単 ��� 131，740円

票 数

単勝票数 計 657391 的中 � 83449（3番人気）
複勝票数 計 880010 的中 � 92456（4番人気）� 31406（8番人気）� 58400（6番人気）
枠連票数 計 414777 的中 （6－7） 24548（5番人気）
馬連票数 計1726465 的中 �� 17598（23番人気）
馬単票数 計 722306 的中 �� 4254（42番人気）
ワイド票数 計 995867 的中 �� 9480（28番人気）�� 21363（13番人気）�� 6587（38番人気）
3連複票数 計2364452 的中 ��� 6547（82番人気）
3連単票数 計2992826 的中 ��� 1647（361番人気）

ハロンタイム 11．6―10．7―11．4―11．9―12．0―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―22．3―33．7―45．6―57．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F37．3
3 ・（15，13）16（1，12）（11，14）－8（4，9，10）（2，5）7，6，3 4 15（13，16）（1，11，12）14（4，8）（2，5，9）－（10，6）7－3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コパノマイケル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ウォーニング デビュー 2016．2．20 京都8着

2013．4．19生 牡5栗 母 ジョウノイザベラ 母母 イエローストーン 12戦5勝 賞金 60，556，000円
※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） 7頭 アシャカダイキ号・クワドループル号・ジャコカッテ号・パイメイメイ号・ヒカリマサムネ号・ライドオンウインド号・

リモンディ号

00058 1月14日 晴 良 （30中山1）第5日 第10競走 ��
��1，600�ニューイヤーステークス

発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，日本馬：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，�：4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競
走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

66 ダノンプラチナ 牡6芦 57 蛯名 正義�ダノックス 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 490＋ 81：34．5 2．0�
33 シ ュ ウ ジ 牡5鹿 58 戸崎 圭太安原 浩司氏 須貝 尚介 日高 浜本牧場 500＋ 61：34．71	 5．9�
77 ダイワリベラル 牡7黒鹿57 津村 明秀大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B538＋121：34．8
 26．2�
89 ショウナンライズ 牡5栗 56 田辺 裕信国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 476＋14 〃 ハナ 10．6�
78 ペイシャフェリス 牝7鹿 54 三浦 皇成北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 464± 0 〃 ハナ 9．4�
22 オートクレール 牝7栗 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 中野 栄治 日高 出口牧場 444± 0 〃 クビ 18．1	
810 アデイインザライフ 牡7鹿 58 石橋 脩池谷 誠一氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 560± 0 〃 ハナ 4．9

11 ピ ン ポ ン 牡8鹿 56 吉田 隼人小田切有一氏 寺島 良 新冠 大栄牧場 470－ 61：35．01	 85．9�
44 ボーダーオブライフ 牡4鹿 55 大野 拓弥片山 晃氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 498± 0 〃 クビ 13．7�
55 リーサルウェポン 牝7鹿 54 内田 博幸 Him Rock Racing 武市 康男 日高 タバタファーム B440＋ 21：35．1クビ 112．0

（10頭）

売 得 金
単勝： 68，920，700円 複勝： 71，818，900円 枠連： 29，380，200円
馬連： 155，791，000円 馬単： 82，701，200円 ワイド： 74，583，100円
3連複： 180，093，200円 3連単： 356，971，100円 計： 1，020，259，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 210円 � 380円 枠 連（3－6） 750円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 350円 �� 580円 �� 1，750円

3 連 複 ��� 3，190円 3 連 単 ��� 9，380円

票 数

単勝票数 計 689207 的中 � 271355（1番人気）
複勝票数 計 718189 的中 � 236352（1番人気）� 75790（4番人気）� 33020（8番人気）
枠連票数 計 293802 的中 （3－6） 30056（3番人気）
馬連票数 計1557910 的中 �� 150724（2番人気）
馬単票数 計 827012 的中 �� 57331（3番人気）
ワイド票数 計 745831 的中 �� 59026（3番人気）�� 32620（6番人気）�� 9894（26番人気）
3連複票数 計1800932 的中 ��� 42231（15番人気）
3連単票数 計3569711 的中 ��� 27591（31番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―11．7―11．7―11．8―11．8―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―35．8―47．5―59．3―1：11．1―1：22．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

ダノンプラチナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2014．9．6 札幌2着

2012．3．23生 牡6芦 母 バ デ ィ ー ラ 母母 Magical Allure 13戦5勝 賞金 195，823，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

１レース目



00059 1月14日 晴 良 （30中山1）第5日 第11競走 ��
��2，000�第58回京 成 杯（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，800万
円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

京成電鉄株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 532，000円 152，000円 76，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

815 ジェネラーレウーノ 牡3青鹿56 田辺 裕信 �Gリビエール・
レーシング 矢野 英一 日高 新生ファーム 496－ 22：01．2 3．5�

35 コズミックフォース 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 476＋ 22：01．3	 3．8�
11 イ ェ ッ ツ ト 牡3鹿 56 蛯名 正義近藤 英子氏 金成 貴史 浦河 辻 牧場 468＋ 22：01．4	 16．4�
611 ライトカラカゼ 牡3鹿 56 大野 拓弥星野 壽市氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 474＋ 82：01．61
 32．3�
59 サクステッド 牡3栗 56 吉田 隼人 �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 482＋ 6 〃 クビ 17．3	
34 ロ ジ テ ィ ナ 牡3黒鹿56 内田 博幸久米田正明氏 新開 幸一 新冠 新冠橋本牧場 528± 02：01．81	 28．3

58 � ダブルシャープ 牡3鹿 56 田中 勝春天堀 忠博氏 渡辺 薫彦 新冠 村上 雅規 472－ 62：01．9クビ 6．3�
46 スラッシュメタル 牡3鹿 56 柴山 雄一吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 440＋ 6 〃 ハナ 42．7�
712 タイキフェルヴール 牡3栗 56 北村 宏司�大樹ファーム 牧浦 充徳 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 488＋ 4 〃 アタマ 61．6
47 エイムアンドエンド 牡3鹿 56 三浦 皇成 �キャロットファーム 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム 492＋ 42：02．22 14．0�
22 コスモイグナーツ 牡3青鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 浦河 高村牧場 464＋ 22：02．3クビ 24．9�
23 ヤマノグラップル 牡3青鹿56 柴田 善臣澤村 敏雄氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 472＋ 62：02．83 344．6�
610� デルタバローズ 牡3鹿 56 石橋 脩猪熊 広次氏 堀 宣行 米 John C.

Oxley 498＋102：02．9	 5．0�
814 ジョリルミエール 牝3鹿 54 木幡 初也後藤 英成氏 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 426＋ 42：03．0	 202．5�
713 ギャンブラー 牡3黒鹿56 津村 明秀大野 富生氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 516＋ 22：04．17 135．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 206，237，300円 複勝： 241，921，700円 枠連： 141，063，800円
馬連： 829，299，800円 馬単： 294，668，400円 ワイド： 314，446，200円
3連複： 1，136，801，900円 3連単： 1，681，465，900円 計： 4，845，905，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 150円 � 320円 枠 連（3－8） 640円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 310円 �� 1，030円 �� 830円

3 連 複 ��� 3，130円 3 連 単 ��� 12，290円

票 数

単勝票数 計2062373 的中 � 463511（1番人気）
複勝票数 計2419217 的中 � 486745（1番人気）� 469451（2番人気）� 145713（6番人気）
枠連票数 計1410638 的中 （3－8） 169579（1番人気）
馬連票数 計8292998 的中 �� 867740（1番人気）
馬単票数 計2946684 的中 �� 146342（2番人気）
ワイド票数 計3144462 的中 �� 292195（1番人気）�� 72645（11番人気）�� 91159（9番人気）
3連複票数 計11368019 的中 ��� 272257（6番人気）
3連単票数 計16814659 的中 ��� 99155（15番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―12．2―11．8―12．5―12．4―12．1―12．5―12．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．2―35．4―47．2―59．7―1：12．1―1：24．2―1：36．7―1：49．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジェネラーレウーノ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ロックオブジブラルタル デビュー 2017．7．23 函館3着

2015．1．27生 牡3青鹿 母 シャンハイロック 母母 ニシノローズ 4戦3勝 賞金 55，535，000円
〔制裁〕 ライトカラカゼ号の騎手大野拓弥は，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：4番）

00060 1月14日 晴 良 （30中山1）第5日 第12競走 ��
��2，200�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
2：10．1
2：09．9

良
良

11 ユニゾンデライト 牡5鹿 57
56 ☆木幡 初也 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム 494＋ 42：18．4 5．2�

810 チャロネグロ 牡4黒鹿56 石橋 脩金子真人ホール
ディングス� 大和田 成 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494± 0 〃 クビ 4．9�
78 コスモジャーベ 牡5黒鹿57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 坂本 智広 476－ 2 〃 ハナ 14．0�
44 コウキチョウサン 牡5鹿 57 北村 宏司�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 468＋ 22：18．71� 11．4�
55 	 イ チ ダ イ 牡5鹿 57 三浦 皇成合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 540＋ 2 〃 クビ 4．8	
79 バラダガール 牝4黒鹿54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 548＋ 8 〃 アタマ 2．7

811 プライムセラー 
5栗 57 津村 明秀 �サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 520＋ 62：18．8� 22．2�
22 プレイヤーハウス 牡6鹿 57 内田 博幸嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 B478＋14 〃 アタマ 151．4�
66 ジ ャ ッ キ ー 牡4栗 56 田辺 裕信小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 484＋ 4 〃 ハナ 28．7
67 アートフェスタ 牡7黒鹿 57

54 ▲野中悠太郎森山 進氏 本間 忍 浦河 丸幸小林牧場 522＋ 42：19．11� 136．1�
33 マイネルフレスコ 牡7栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 484± 0 〃 クビ 31．6�
（11頭）

売 得 金
単勝： 78，448，800円 複勝： 83，388，800円 枠連： 35，239，900円
馬連： 195，013，200円 馬単： 81，044，000円 ワイド： 92，135，400円
3連複： 233，758，000円 3連単： 383，569，700円 計： 1，182，597，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 200円 � 180円 � 270円 枠 連（1－8） 1，140円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 3，100円

ワ イ ド �� 660円 �� 920円 �� 960円

3 連 複 ��� 5，430円 3 連 単 ��� 22，650円

票 数

単勝票数 計 784488 的中 � 119882（4番人気）
複勝票数 計 833888 的中 � 110715（4番人気）� 131382（2番人気）� 70702（6番人気）
枠連票数 計 352399 的中 （1－8） 23811（5番人気）
馬連票数 計1950132 的中 �� 99086（6番人気）
馬単票数 計 810440 的中 �� 19563（14番人気）
ワイド票数 計 921354 的中 �� 36923（8番人気）�� 25373（12番人気）�� 24291（13番人気）
3連複票数 計2337580 的中 ��� 32236（23番人気）
3連単票数 計3835697 的中 ��� 12273（84番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．2―24．9―38．6―52．2―1：05．4―1：18．5―1：31．2―1：43．7―1：55．6―2：06．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F34．7
1
3
1，6（2，8）11－（7，5）（9，10）－4－3
1，6（2，8）（11，5）（7，10）（9，3）4

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

勝馬の
紹 介

ユニゾンデライト �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2015．11．29 東京6着

2013．4．21生 牡5鹿 母 マンデーデライト 母母 オーナーズデライト 10戦3勝 賞金 35，245，000円
［他本会外：1戦1勝］

４レース目



（30中山1）第5日 1月14日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 180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

272，590，000円
7，780，000円
19，190，000円
1，590，000円
32，030，000円
72，837，000円
4，935，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
694，394，100円
900，286，200円
409，017，800円
1，969，048，900円
821，110，700円
951，560，500円
2，586，833，600円
3，739，873，300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 12，072，125，100円

総入場人員 22，358名 （有料入場人員 20，202名）
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