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00073 1月21日 晴 稍重 （30中山1）第7日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時10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
1：08．7
1：08．7

重
重

612 ミ ラ ビ リ ア 牝3栗 54 田辺 裕信 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド 458－ 41：13．1 6．8�

11 ア ポ ロ ア ミ 牝3鹿 54 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 シンボリ牧場 438＋ 21：13．42 12．1�
36 ムテキノオジョウ 牝3芦 54 三浦 皇成國分 純氏 小野 次郎 日高 スマイルファーム 440－14 〃 クビ 20．4�
24 ポートナイトサイト 牝3栗 54 柴田 大知ライオンレースホース� 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 466± 01：13．5クビ 3．4�
816 モンサンロジェ 牝3黒鹿54 柴山 雄一山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 B490＋ 41：13．71� 7．8�
815 メタルカラー 牝3栗 54 石橋 脩	サンライズ 新開 幸一 浦河 中脇 満 448－ 81：13．8� 8．5

12 サクライザベル 牝3栗 54 江田 照男坂田 行夫氏 伊藤 正徳 浦河 伏木田牧場 442－ 4 〃 クビ 18．3�
510 スワーリングミスト 牝3鹿 54 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450－ 81：13．9� 6．2�
35 プ ラ イ マ ル 牝3鹿 54 岩田 康誠�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 462－ 2 〃 クビ 26．3
611 アーリーバード 牝3栗 54

51 ▲武藤 雅村井 良孝氏 小島 茂之 日高 新井 昭二 456± 01：14．0クビ 16．2�
713 トキノステラ 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎田中 準市氏 竹内 正洋 新冠 村田牧場 456－ 2 〃 クビ 17．5�
48 ル ア ナ 牝3栗 54 戸崎 圭太平澤 孝氏 金成 貴史 新冠 対馬 正 414－261：14．42� 37．2�
59 ク レ マ ン 牝3芦 54 北村 宏司片山 博志氏 佐藤 吉勝 新冠 村上 欽哉 470＋10 〃 ハナ 72．8�
47 リーベグランツ 牝3鹿 54 横山 典弘吉田 晴哉氏 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 468＋ 81：14．93 64．3�
714 ホ ク ラ ニ 牝3黒鹿54 横山 和生石川 貴久氏 小野 次郎 新冠 ムラカミファーム 454＋ 81：15．43 268．1�
23 グラスキューティー 牝3青鹿54 西田雄一郎半沢	 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 466＋101：15．71� 254．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，927，500円 複勝： 53，200，400円 枠連： 21，236，100円
馬連： 77，609，700円 馬単： 33，529，600円 ワイド： 53，382，500円
3連複： 112，503，400円 3連単： 126，736，300円 計： 507，125，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 240円 � 370円 � 510円 枠 連（1－6） 1，830円

馬 連 �� 5，360円 馬 単 �� 8，830円

ワ イ ド �� 1，900円 �� 2，620円 �� 3，660円

3 連 複 ��� 33，560円 3 連 単 ��� 144，470円

票 数

単勝票数 計 289275 的中 � 33943（3番人気）
複勝票数 計 532004 的中 � 64430（2番人気）� 37088（6番人気）� 24865（10番人気）
枠連票数 計 212361 的中 （1－6） 8964（8番人気）
馬連票数 計 776097 的中 �� 11202（20番人気）
馬単票数 計 335296 的中 �� 2846（34番人気）
ワイド票数 計 533825 的中 �� 7323（23番人気）�� 5251（37番人気）�� 3728（45番人気）
3連複票数 計1125034 的中 ��� 2514（117番人気）
3連単票数 計1267363 的中 ��� 636（526番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．2―12．3―13．2―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．7―46．0―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミ ラ ビ リ ア �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．11．5 東京6着

2015．3．31生 牝3栗 母 タニノエクセレント 母母 タニノシスター 3戦1勝 賞金 5，750，000円
〔その他〕 トキノステラ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 トキノステラ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年2月21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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 タイガーアイ号・デザートカレー号・ニシノステップ号

00074 1月21日 晴 稍重 （30中山1）第7日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時40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

34 トモジャタイクーン 牡3鹿 56 武 豊吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 494－ 21：59．0 3．8�
814 セ ン ト ー サ 牡3栗 56 北村 宏司保坂 和孝氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 472－ 61：59．1� 17．6�
610 スズヨブラック 牡3鹿 56 田中 勝春鈴木与四郎氏 松永 康利 浦河 栄進牧場 476＋ 21：59．41� 5．3�
57 モリトディライト 牡3栗 56 武士沢友治石橋 忠之氏 水野 貴広 日高 木村牧場 510± 01：59．71� 13．2�
22 アドバンスマルス 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎広尾レース� 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 500－ 21：59．8クビ 5．7�
11 グラスコマチ 牝3黒鹿54 田辺 裕信半沢	 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 434± 02：00．11� 2．7

33 ビアンカグリーン 牡3芦 56 津村 明秀斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 佐藤牧場 474－ 6 〃 クビ 92．6�
69 ビ ヨ ン ド 牡3鹿 56 石橋 脩栗坂 崇氏 和田 雄二 浦河 中神牧場 434－ 22：00．2� 27．8�
813 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 510＋ 42：00．41 42．7
45 スガノゴールド 牡3鹿 56 柴田 大知菅原富美子氏 松山 将樹 新ひだか 沖田 博志 496＋ 42：00．5� 57．0�
712 サンマルアナザー 牡3鹿 56 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 B478－ 22：00．92� 306．3�
711 ナ リ イ チ 牡3鹿 56 大野 拓弥細川 勝也氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 498－ 42：01．43 27．1�
46 ゼネラルリッシュ 牡3鹿 56

55 ☆木幡 初也 �ジェネラルレーシング 小桧山 悟 新冠 飯島 功典 434± 02：02．89 146．9�
58 ピースワントップ 牡3栗 56

53 ▲武藤 雅長谷川成利氏 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 522＋ 22：03．86 209．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 29，984，600円 複勝： 44，641，800円 枠連： 15，467，000円
馬連： 65，025，800円 馬単： 31，466，400円 ワイド： 41，998，800円
3連複： 86，156，200円 3連単： 116，227，500円 計： 430，968，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 200円 � 310円 � 170円 枠 連（3－8） 2，450円

馬 連 �� 4，000円 馬 単 �� 6，260円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 590円 �� 800円

3 連 複 ��� 5，580円 3 連 単 ��� 32，210円

票 数

単勝票数 計 299846 的中 � 61779（2番人気）
複勝票数 計 446418 的中 � 60017（3番人気）� 31997（6番人気）� 76418（2番人気）
枠連票数 計 154670 的中 （3－8） 4886（11番人気）
馬連票数 計 650258 的中 �� 12576（14番人気）
馬単票数 計 314664 的中 �� 3764（23番人気）
ワイド票数 計 419988 的中 �� 8114（15番人気）�� 18783（4番人気）�� 13434（10番人気）
3連複票数 計 861562 的中 ��� 11575（17番人気）
3連単票数 計1162275 的中 ��� 2616（100番人気）

ハロンタイム 13．1―11．9―13．0―13．2―13．1―13．3―13．5―13．9―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．0―38．0―51．2―1：04．3―1：17．6―1：31．1―1：45．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F54．7―3F41．4
1
3
・（2，5，13）－（1，3）－6（4，9）（8，11）（7，12）10－14・（2，13）3（1，9）（5，10）（6，11，12）（7，14）4－8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トモジャタイクーン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．10．21 東京11着

2015．2．7生 牡3鹿 母 プリティジョディー 母母 ジョディーディア 4戦1勝 賞金 5，750，000円

第１回 中山競馬 第７日



00075 1月21日 晴 稍重 （30中山1）第7日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時10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

816 トーセンスティール 牡3鹿 56 田中 勝春島川 �哉氏 宗像 義忠 日高 有限会社 エ
スティファーム 514＋ 61：12．8 5．9�

47 チビノオリヴィア 牝3青鹿54 北村 宏司梅澤 明氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 456－ 21：13．01� 1．7�
59 ディアバビアナ 牝3栗 54 戸崎 圭太ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 松栄牧場 476－ 41：13．21� 9．6�
48 コスモビスティー 牡3鹿 56 黛 弘人岡田 繁幸氏 松山 将樹 浦河 伏木田牧場 474± 01：13．51	 7．1�
12 ア ノ マ リ ー 牡3青鹿56 津村 明秀田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三石川上牧場 492－ 61：13．71� 22．5	
612 タイセイゴーディー 牡3黒鹿56 石橋 脩田中 成奉氏 青木 孝文 新ひだか 大塚牧場 B466－ 21：13．8	 22．8

23 キリシマアオゾラ 牝3鹿 54 江田 照男土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 422＋ 41：14．01� 276．9�
815 ザ ブ ル グ 牡3鹿 56 三浦 皇成中村 智幸氏 高柳 瑞樹 森 笹川大晃牧場 462－ 21：14．1� 16．6�
24 トップフィリア 牡3黒鹿56 岩田 康誠金山 克己氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 458－ 2 〃 ハナ 14．4
35 スターオンザヒル 牡3黒鹿56 武士沢友治飯田総一郎氏 南田美知雄 日高 千葉飯田牧場 504＋ 21：14．31 76．7�
713 ディセントファミリ 牡3青鹿 56

55 ☆木幡 初也�和田牧場 和田 正道 新冠 八木 明広 462－ 2 〃 クビ 129．7�
36 ア リ バ バ 牡3黒鹿 56

53 ▲武藤 雅小田切有一氏 粕谷 昌央 様似 小田牧場 440－ 61：14．4クビ 158．4�
11 ペイシャキャサリン 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎北所 直人氏 本間 忍 新冠 カミイスタット 432＋ 41：14．71	 92．3�
714 カレンナヴォーグ 牝3栗 54 横山 和生志村 幸彦氏 的場 均 日高 日西牧場 472 ―1：15．12� 219．6�
510 ジャベルアンドレ 牝3鹿 54 柴田 大知髙嶋 航氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 524＋ 2 〃 アタマ 66．7�
611 カシノパンプアップ 牡3栗 56 西田雄一郎柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 ストームファーム

コーポレーション 466＋ 51：15．95 428．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，217，000円 複勝： 64，012，600円 枠連： 22，550，100円
馬連： 72，118，800円 馬単： 40，340，100円 ワイド： 52，404，000円
3連複： 99，837，300円 3連単： 150，626，800円 計： 540，106，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 180円 � 110円 � 210円 枠 連（4－8） 290円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，820円

ワ イ ド �� 310円 �� 790円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 11，690円

票 数

単勝票数 計 382170 的中 � 51420（2番人気）
複勝票数 計 640126 的中 � 71126（3番人気）� 232435（1番人気）� 54546（4番人気）
枠連票数 計 225501 的中 （4－8） 59307（1番人気）
馬連票数 計 721188 的中 �� 99584（2番人気）
馬単票数 計 403401 的中 �� 16537（5番人気）
ワイド票数 計 524040 的中 �� 46678（2番人気）�� 15136（9番人気）�� 40146（3番人気）
3連複票数 計 998373 的中 ��� 46717（3番人気）
3連単票数 計1506268 的中 ��� 9337（31番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．7―12．3―13．0―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．3―46．6―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンスティール �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．8．27 札幌7着

2015．4．26生 牡3鹿 母 トーセンパピヨン 母母 フライトオブエンジェルス 4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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アンシンカブル号

00076 1月21日 晴 稍重 （30中山1）第7日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時40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

612 グロンフォール 牡3鹿 56 C．ルメール �シルクレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 576 ―1：56．9 2．2�
816 サ ル ー テ 牡3鹿 56 的場 勇人小菅 定雄氏 高木 登 千歳 社台ファーム 540 ―1：58．7大差 25．7�
510 ジュノーフォンテン 牝3鹿 54 柴田 大知吉橋 計氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 508 ―1：58．8� 18．3�
611 トミケンエンデレア 牡3鹿 56 嘉藤 貴行冨樫 賢二氏 大和田 成 日高 下河辺牧場 486 ―1：59．22� 57．6�
36 シカゴジャズ 牡3鹿 56 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506 ― 〃 クビ 7．1�
23 トリプルレインボー 牡3栗 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 大江原 哲 浦河 上山牧場 478 ―1：59．41� 5．3	
59 アンダンテバイオ 牝3黒鹿54 武士沢友治バイオ
 奥平 雅士 平取 清水牧場 442 ―1：59．93 98．5�
24 ジェイケイマッチョ 牡3鹿 56 横山 典弘小谷野次郎氏 菊沢 隆徳 新冠 村上 欽哉 488 ―2：00．43 7．1�
47 トップホライゾン 牡3鹿 56 吉田 隼人�コオロ 萱野 浩二 日高 庄野牧場 508 ―2：00．5クビ 44．8
815 マ ト ラ ッ セ 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 476 ―2：00．6� 159．2�
48 ヴァルカウス 牡3鹿 56 杉原 誠人 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 486 ―2：00．81� 159．3�
11 ビーエイジア 牡3鹿 56 津村 明秀古川 智洋氏 小笠 倫弘 新冠 飛渡牧場 458 ―2：01．22� 234．0�
714 サクラトップスター 牡3栗 56 黛 弘人
トップフェロウ奥平 雅士 新冠 細川農場 468 ―2：05．2大差 65．4�
35 ウインコンツェルト 牡3栗 56 田辺 裕信
ウイン 高木 登 新ひだか 前谷 武志 466 ―2：05．3� 9．8�
713 ジェットラグ 牡3鹿 56 江田 照男白井 岳氏 矢野 英一 日高 白井牧場 466 ―2：06．910 28．1�
12 セ ト カ 牝3鹿 54 柴山 雄一桐谷 茂氏 松永 康利 新冠 高瀬牧場 494 ―2：07．64 30．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，128，000円 複勝： 42，109，600円 枠連： 19，718，800円
馬連： 62，400，700円 馬単： 32，709，100円 ワイド： 41，199，600円
3連複： 80，165，000円 3連単： 108，260，100円 計： 422，690，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 150円 � 520円 � 370円 枠 連（6－8） 2，240円

馬 連 �� 2，860円 馬 単 �� 3，720円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 880円 �� 5，010円

3 連 複 ��� 15，930円 3 連 単 ��� 54，310円

票 数

単勝票数 計 361280 的中 � 126298（1番人気）
複勝票数 計 421096 的中 � 96764（1番人気）� 16942（8番人気）� 25516（6番人気）
枠連票数 計 197188 的中 （6－8） 6793（7番人気）
馬連票数 計 624007 的中 �� 16908（10番人気）
馬単票数 計 327091 的中 �� 6592（13番人気）
ワイド票数 計 411996 的中 �� 9214（12番人気）�� 12431（9番人気）�� 2032（45番人気）
3連複票数 計 801650 的中 ��� 3774（48番人気）
3連単票数 計1082601 的中 ��� 1445（160番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―37．8―51．7―1：05．2―1：18．2―1：31．1―1：44．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グロンフォール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Congaree 初出走

2015．2．26生 牡3鹿 母 キラーグレイシス 母母 Heatherdoesntbluff 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 ジェットラグ号の騎手江田照男は，1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サクラトップスター号・ウインコンツェルト号・ジェットラグ号・セトカ号は，「タイムオーバーによる出

走制限」のため，平成30年2月21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11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）11頭 アサクサスポット号・アッチムイテホイ号・インブルーム号・ジュンモユル号・ジョーカーワイルド号・

デルマグラッパ号・トーセンメテオ号・ハウキュート号・ヒズライフ号・ブラックバローズ号・ミラクルヒッター号



00077 1月21日 晴 良 （30中山1）第7日 第5競走 ��2，200�サラブレッド系3歳
発走12時30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
2：10．1
2：09．9

良
良

59 マイネルキラメキ 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 418＋ 22：16．1 12．1�

36 ワセダインブルー 牡3鹿 56 吉田 隼人大冨 智弘氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 440± 02：16．41� 8．7�
713 アストラサンタン 牝3青鹿54 C．ルメール 丹羽久一郎氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 458－ 4 〃 クビ 10．7�
612 ワークジュニア 牡3黒鹿56 内田 博幸荒牧 政美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 448＋ 62：16．5� 75．4�
11 ルックスマート 牡3鹿 56 田辺 裕信平田 修氏 小島 茂之 日高 ヤナガワ牧場 488＋ 42：16．6クビ 16．0�
35 モ ー ト ゥ ス 牡3黒鹿56 戸崎 圭太吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 500± 02：16．81� 6．0	
23 シバノモスキー 牝3黒鹿54 柴山 雄一柴 一男氏 清水 英克 新冠 パカパカ

ファーム 444± 0 〃 ハナ 227．3

816 ウ ム ラ オ フ 牡3青鹿56 M．デムーロ �社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 22：17．22� 3．2�
47 シングンオフビート 牡3黒鹿56 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 日高 広富牧場 450＋ 22：17．62� 149．2
714 キ ル ロ ー ド 牡3鹿 56 北村 宏司エンジェルレーシング� 田村 康仁 日高 天羽 禮治 500± 0 〃 クビ 3．2�
12 ピンクダイキリ 牝3鹿 54 三浦 皇成髙橋 大氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 438± 02：18．13 26．3�
510 テイエムチャレンジ 牡3栗 56 江田 照男竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高テイエム

牧場株式会社 506－ 22：18．31� 437．4�
48 プローシブル 牡3栗 56 村田 一誠伊東 純一氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム B478－ 8 〃 クビ 65．5�
611 アーバンブラック 牡3青鹿 56

53 ▲武藤 雅西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 454＋ 42：18．4クビ 364．7�
24 モ ノ ド ラ マ 牡3鹿 56 津村 明秀 �シルクレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 486－ 22：18．93 48．6�
815 マ ノ ン 牝3栗 54 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 新冠 ビッグレッドファーム 434－ 42：19．22 122．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，667，000円 複勝： 61，983，800円 枠連： 22，939，700円
馬連： 84，386，100円 馬単： 37，456，200円 ワイド： 56，193，800円
3連複： 109，341，100円 3連単： 139，756，400円 計： 553，724，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 280円 � 230円 � 340円 枠 連（3－5） 2，070円

馬 連 �� 3，700円 馬 単 �� 7，820円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 1，900円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 13，530円 3 連 単 ��� 78，660円

票 数

単勝票数 計 416670 的中 � 27357（6番人気）
複勝票数 計 619838 的中 � 56851（5番人気）� 74702（4番人気）� 44373（6番人気）
枠連票数 計 229397 的中 （3－5） 8587（9番人気）
馬連票数 計 843861 的中 �� 17673（15番人気）
馬単票数 計 374562 的中 �� 3592（32番人気）
ワイド票数 計 561938 的中 �� 12687（16番人気）�� 7513（23番人気）�� 9300（18番人気）
3連複票数 計1093411 的中 ��� 6061（46番人気）
3連単票数 計1397564 的中 ��� 1288（260番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―13．3―13．0―12．9―12．4―11．6―12．1―12．1―12．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．5―37．8―50．8―1：03．7―1：16．1―1：27．7―1：39．8―1：51．9―2：04．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F36．3
1
3

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

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

マイネルキラメキ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ムタファーウエク デビュー 2017．11．12 東京3着

2015．5．29生 牡3鹿 母 マイネトゥインクル 母母 マイネブリリアン 4戦1勝 賞金 7，550，000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 ビットピークス号

00078 1月21日 晴 良 （30中山1）第7日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走13時00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

714 ロフティフレーズ 牝3黒鹿54 内田 博幸水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 444 ―1：36．9 5．6�
713 ロクセラーナ 牝3鹿 54 M．デムーロ近藤 英子氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 472 ― 〃 クビ 3．9�
24 グレンガリー 牡3鹿 56 津村 明秀吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 438 ― 〃 アタマ 19．4�
11 ロンドンシーズン 牝3鹿 54 岩田 康誠下河辺隆行氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 434 ―1：37．0� 2．3�
12 ブルーハワイアン 牝3栗 54 田中 勝春村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 458 ―1：37．31� 117．0�
36 ドレサージュ 牝3芦 54 三浦 皇成�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 424 ―1：37．4� 13．2	
47 エバーミランダ 牝3鹿 54 田辺 裕信宇田 豊氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 424 ―1：37．5� 17．7

23 ラ ル ー ナ 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 新冠 ビッグレッドファーム 460 ―1：37．71� 179．2�
48 オールモストゼア 牝3鹿 54 西村 太一吉田 照哉氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 404 ―1：37．91� 111．2�
612 フランクドリーム 牡3栗 56 二本柳 壮�パニオロ 武市 康男 新冠 村上 欽哉 464 ―1：38．0� 315．5
59 グ ラ ッ パ 牡3黒鹿56 石橋 脩畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 428 ― 〃 クビ 7．7�
815 ケンレヴァンテ 牝3栗 54 村田 一誠中西 宏彰氏 畠山 吉宏 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 410 ―1：38．21 283．6�
510 ミッキーマンドリン 牝3鹿 54 横山 典弘野田みづき氏 萩原 清 日高 白井牧場 462 ―1：38．41� 84．5�
35 ブリリアントリリー 牝3鹿 54 柴山 雄一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 466 ― 〃 アタマ 45．6�
611 シ ョ ウ セ イ 牡3鹿 56 吉田 隼人�ジェイアール 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 468 ―1：38．5� 67．9�
816 ザミーフォーリア 牡3鹿 56 武士沢友治塩田 清氏 堀井 雅広 青森 一山育成牧場 514 ―1：39．35 188．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，381，900円 複勝： 42，965，600円 枠連： 21，536，200円
馬連： 72，110，300円 馬単： 36，217，800円 ワイド： 42，041，900円
3連複： 85，041，900円 3連単： 118，718，400円 計： 460，014，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 220円 � 170円 � 320円 枠 連（7－7） 1，540円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，830円

ワ イ ド �� 530円 �� 1，500円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 7，250円 3 連 単 ��� 31，660円

票 数

単勝票数 計 413819 的中 � 58832（3番人気）
複勝票数 計 429656 的中 � 50296（3番人気）� 74240（2番人気）� 30478（6番人気）
枠連票数 計 215362 的中 （7－7） 10793（8番人気）
馬連票数 計 721103 的中 �� 39306（5番人気）
馬単票数 計 362178 的中 �� 9586（11番人気）
ワイド票数 計 420419 的中 �� 21490（4番人気）�� 6928（19番人気）�� 8467（14番人気）
3連複票数 計 850419 的中 ��� 8787（22番人気）
3連単票数 計1187184 的中 ��� 2718（94番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―25．0―37．5―49．8―1：01．8―1：13．6―1：25．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

ロフティフレーズ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2015．4．2生 牝3黒鹿 母 モ ン ク ー ル 母母 プレシャスキール 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 ケンレヴァンテ号は，発進不良〔出遅れ〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の19頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）19頭 アートシュアリー号・イルーシヴゴールド号・クラウンジャミール号・ココリモアナ号・サンライズシェル号・

セクシイストリー号・セルゲイ号・ダノンアモーレ号・ダブルフラット号・ノラボウナ号・パストゥレイユ号・
パルティーレ号・ブラックマティーニ号・プリモアイズ号・マイネルアルル号・ミヤコノオージ号・
ラッシュラッシュ号・ラブリーアゲン号・レジェンドソウル号



00079 1月21日 晴 稍重 （30中山1）第7日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13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
1：48．5
1：47．8

重
重

815 インザバブル 牡5鹿 57 蛯名 正義�G1レーシング 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490－ 41：54．7 12．2�

12 グッドラックサマー 牡4栗 56 横山 和生澤田 孝之氏 尾形 和幸 新ひだか 伊藤 敏明 546＋121：54．8� 68．4�
611 スターフラッシュ 牡4栗 56 吉田 隼人中西 功氏 武井 亮 日高 高山牧場 B468± 01：54．9� 3．1�
47 ハイアーグラウンド 牡4鹿 56 田辺 裕信小村アセットM� 大和田 成 千歳 社台ファーム 500＋ 41：55．0� 7．0�
35 セガールモチンモク �4栗 56 戸崎 圭太小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 486± 01：55．63� 4．2�
713 アイヅヒリュウ 牡4鹿 56 柴山 雄一真部 晴德氏 小笠 倫弘 新ひだか 佐竹 学 494－ 61：55．81	 10．9	
816 シルヴァーメテオ 牡4芦 56 柴田 大知ライオンレースホース� 畠山 吉宏 浦河 宮内牧場 482＋101：55．9� 56．3

11 マイティーゴールド 牡5栗 57 内田 博幸 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 550－ 21：56．53� 6．7�
24 ヤマニンバンタジオ �4栗 56 嘉藤 貴行土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 546＋30 〃 クビ 47．9
510 ビ ッ ザ ー ロ 牝4鹿 54 北村 宏司�ラ・メール 奥村 武 浦河 大島牧場 552＋161：56．6クビ 23．0�
36 エグランティエ 牝6栗 55

52 ▲武藤 雅�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 442＋16 〃 クビ 71．4�
612 ダイワドノヴァン 牡4黒鹿 56

53 ▲野中悠太郎大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム B526－ 41：56．7クビ 14．2�
48 アイアムジュピター 牡4鹿 56 菅原 隆一堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 518＋141：56．91	 57．9�
23 
 ビルトアゲン 牡5黒鹿57 岩部 純二浅川 皓司氏 萱野 浩二 浦河 帰山 清貴 490＋101：57．53� 199．7�
714
 シルバーコンパス 牝4芦 54 的場 勇人杉浦 和也氏 的場 均 安平 ノーザンファーム 534－ 4 〃 ハナ 41．8�
59 
 スマートアレス 牡4鹿 56 西田雄一郎トニー倶楽部 星野 忍 新冠 スカイビーチステーブル 524＋ 81：59．5大差 260．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，394，800円 複勝： 62，051，400円 枠連： 21，615，100円
馬連： 99，396，000円 馬単： 40，005，100円 ワイド： 60，298，400円
3連複： 122，594，900円 3連単： 152，752，900円 計： 598，108，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 350円 � 1，440円 � 180円 枠 連（1－8） 3，450円

馬 連 �� 38，800円 馬 単 �� 74，450円

ワ イ ド �� 10，390円 �� 1，050円 �� 4，150円

3 連 複 ��� 63，320円 3 連 単 ��� 375，400円

票 数

単勝票数 計 393948 的中 � 25764（6番人気）
複勝票数 計 620514 的中 � 43015（6番人気）� 8797（13番人気）� 118985（2番人気）
枠連票数 計 216151 的中 （1－8） 4847（16番人気）
馬連票数 計 993960 的中 �� 1985（65番人気）
馬単票数 計 400051 的中 �� 403（126番人気）
ワイド票数 計 602984 的中 �� 1458（69番人気）�� 15385（12番人気）�� 3694（39番人気）
3連複票数 計1225949 的中 ��� 1452（139番人気）
3連単票数 計1527529 的中 ��� 295（841番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―36．9―50．0―1：02．8―1：16．0―1：28．8―1：41．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

インザバブル �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．12．27 中山2着

2013．2．24生 牡5鹿 母 バブリームード 母母 バブルドリーム 9戦3勝 賞金 27，300，000円

00080 1月21日 晴 稍重 （30中山1）第7日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走14時00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 ノーフィアー 牡4栗 56 江田 照男平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社石川牧場 494－ 21：11．8 6．5�
816� ブランメジェール 牝4芦 54 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 米 White Fox
Farm 476＋ 6 〃 ハナ 3．8�

815 タンタラスノオカ 牡5黒鹿57 岩田 康誠嶋田 賢氏 田中 清隆 むかわ ヤマイチ牧場 496－ 81：12．22	 9．2�
11 ハヤブサレディゴー 牝5栗 55 武 豊武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 498＋ 81：12．3
 4．7�
59 ペイシャエヴァー 牡4鹿 56 内田 博幸北所 直人氏 小笠 倫弘 新ひだか 中田 英樹 488± 01：12．4クビ 9．1�
35 トウショウデュエル 牡6栗 57 田辺 裕信トウショウ産業� 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 524－ 8 〃 クビ 14．3	
36 � ユアザスター 牡5鹿 57 北村 宏司西村 專次氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B510± 01：12．5クビ 71．6

47 � ウエスタンボルト �5鹿 57 田中 勝春西川 賢氏 小野 次郎 新ひだか ウエスタンファーム 474＋ 41：12．6	 64．8�
713� ホ ー ミ ー 牡5黒鹿 57

54 ▲野中悠太郎小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 スカイビーチステーブル 480＋ 81：12．91
 184．2�
23 タイキラトナンジュ 牡6鹿 57 三浦 皇成大樹ファーム 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 464＋ 4 〃 クビ 43．6�
611 コスモコレクション 牡5栗 57 柴田 大知 ビッグレッドファーム 田島 俊明 浦河 岡本 昌市 490＋ 81：13．0クビ 78．7�
714 カワキタピリカ 牡5鹿 57 武士沢友治川島 吉男氏 武市 康男 新ひだか 木田牧場 B508＋ 81：13．1
 31．9�
612 アンチャーテッド 牡4鹿 56 戸崎 圭太吉澤 克己氏 相沢 郁 日高 池添 安雄 442－ 21：13．52	 5．0�
510� キキズブルーム 牝5鹿 55

52 ▲武藤 雅加藤 徹氏 小桧山 悟 新冠 大狩部牧場 460－101：13．6	 501．1�
24 スズハヤトウー 牡5鹿 57 横山 和生宮原 廣伸氏 松永 康利 新冠 長浜牧場 502＋361：13．7
 424．6�
48 カキツバタチグサ �5鹿 57 津村 明秀芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 様似 富田 恭司 516＋ 21：13．8クビ 27．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，113，700円 複勝： 79，600，600円 枠連： 32，810，000円
馬連： 128，416，500円 馬単： 50，749，600円 ワイド： 74，178，900円
3連複： 161，490，800円 3連単： 200，322，300円 計： 777，682，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 170円 � 150円 � 240円 枠 連（1－8） 430円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，990円

ワ イ ド �� 510円 �� 850円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，370円 3 連 単 ��� 13，960円

票 数

単勝票数 計 501137 的中 � 60801（4番人気）
複勝票数 計 796006 的中 � 128814（2番人気）� 149296（1番人気）� 73977（5番人気）
枠連票数 計 328100 的中 （1－8） 58656（1番人気）
馬連票数 計1284165 的中 �� 83222（2番人気）
馬単票数 計 507496 的中 �� 12705（10番人気）
ワイド票数 計 741789 的中 �� 38154（3番人気）�� 21348（10番人気）�� 35957（4番人気）
3連複票数 計1614908 的中 ��� 50932（4番人気）
3連単票数 計2003223 的中 ��� 10403（27番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．6―12．3―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．2―46．5―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノーフィアー �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2016．12．3 中山4着

2014．5．30生 牡4栗 母 ミスフェリチタ 母母 ス リ ー エ フ 8戦2勝 賞金 24，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 タイキラトナンジュ号の騎手三浦皇成は，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：5番）
※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 ユイノルフィ号



00081 1月21日 晴 良 （30中山1）第7日 第9競走 ��
��1，800�

わ か た け

若 竹 賞
発走14時35分 （芝・右）
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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

33 レノヴァール 牡3鹿 56 M．デムーロ �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 506－ 21：50．1 3．6�
88 バケットリスト 牝3鹿 54 武 豊宮城 寛也氏 高橋 文雅 浦河 宮内牧場 462＋ 4 〃 クビ 6．3�
66 デ ィ ロ ス 牡3鹿 56 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 504＋ 61：50．52� 1．5�
44 � トーセンスーリヤ 牡3栗 56 三浦 皇成島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 474＋151：50．71	 62．8�
22 デルマアブサン 牡3鹿 56 村田 一誠浅沼 廣幸氏 藤原 辰雄 千歳 社台ファーム 458－ 81：51．02 47．2	
77 ソイルトゥザソウル 牡3青鹿56 田中 勝春グリーンスウォード高市 圭二 新冠 村田牧場 430± 01：51．1
 10．2

55 ト ッ カ ー タ 牡3黒鹿56 柴田 大知門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか フジワラフアーム 470＋ 81：51．41
 27．4�
11 アルファーティハ 牡3栗 56 西田雄一郎清水 敏氏 伊藤 正徳 浦河 ミルファーム B492－ 21：52．03� 204．7�
89 ナ タ ー シ ャ 牝3青鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 蛯名 利弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 464± 0 〃 ハナ 159．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 49，661，200円 複勝： 126，335，000円 枠連： 15，235，300円
馬連： 82，190，300円 馬単： 62，452，900円 ワイド： 43，506，400円
3連複： 111，518，200円 3連単： 355，866，200円 計： 846，765，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 110円 � 120円 � 110円 枠 連（3－8） 1，400円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 2，250円

ワ イ ド �� 270円 �� 120円 �� 160円

3 連 複 ��� 280円 3 連 単 ��� 3，750円

票 数

単勝票数 計 496612 的中 � 109141（2番人気）
複勝票数 計1263350 的中 � 139519（2番人気）� 82362（3番人気）� 911838（1番人気）
枠連票数 計 152353 的中 （3－8） 8391（4番人気）
馬連票数 計 821903 的中 �� 49901（4番人気）
馬単票数 計 624529 的中 �� 20734（7番人気）
ワイド票数 計 435064 的中 �� 29152（4番人気）�� 116480（1番人気）�� 68550（2番人気）
3連複票数 計1115182 的中 ��� 292387（1番人気）
3連単票数 計3558662 的中 ��� 68628（12番人気）

ハロンタイム 12．7―13．4―12．1―12．7―12．0―12．2―11．5―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―26．1―38．2―50．9―1：02．9―1：15．1―1：26．6―1：38．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レノヴァール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Roy デビュー 2017．9．17 阪神5着

2015．3．18生 牡3鹿 母 デ ー タ 母母 Dama Imperial 4戦2勝 賞金 17，010，000円
〔発走状況〕 ソイルトゥザソウル号は，馬場入場後に右前肢落鉄。発走時刻7分遅延。

00082 1月21日 晴 稍重 （30中山1）第7日 第10競走 ��
��1，200�

しょうしゅん

頌 春 賞
発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 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
1：08．7
1：08．7

重
重

47 � マテラスカイ 牡4栗 56 武 豊大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Lynch
Bages LTD 516－ 41：10．9 12．1�

815 マンカストラップ 牡4青鹿56 大野 拓弥�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 488－ 41：11．11	 31．0�
35 キタサンガンバ 牡5鹿 57 吉田 隼人�大野商事 小笠 倫弘 日高 株式会社

RUMIファーム 488± 01：11．3
 8．1�
611 シルバーストーン 牡4芦 56 内田 博幸峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 502－ 41：11．51	 31．5�
34 ブレイヴバローズ 牡4黒鹿56 M．デムーロ猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 下河辺牧場 482＋ 81：11．71	 2．7�
23 タケルラグーン 牡6鹿 57 田辺 裕信森 保彦氏 池上 昌弘 平取 びらとり牧場 B488± 0 〃 ハナ 7．2	
712 ポップシンガー 牝4鹿 54 北村 宏司村山 卓也氏 鈴木 伸尋 日高 川島 正広 458± 01：11．8
 8．3

814 タッチシタイ 牡8栗 57 三浦 皇成小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 492－ 41：11．9� 196．3�
58 � フレンチイデアル 牡5鹿 57 柴山 雄一杉山 忠国氏 伊藤 大士 新ひだか 明治牧場 508± 01：12．0クビ 30．9�
610 キョウエイスコール 牡5栗 57 柴田 大知田中 晴夫氏 勢司 和浩 新ひだか ヒサイファーム 500－ 4 〃 ハナ 111．5
59 イ ア ペ ト ス 牡6鹿 57 杉原 誠人�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 502± 01：12．42� 328．1�
46 ソルプレーサ 牡6黒鹿57 野中悠太郎西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 520－ 41：12．72 116．3�
11 エネルムサシ 牡5鹿 57 岩田 康誠鈴木 康弘氏 高橋 康之 浦河 駿河牧場 514＋ 21：12．9
 4．4�
22 クリノシャンボール 牡5黒鹿57 戸崎 圭太栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 水上 習孝 494－101：13．32� 20．8�
713 ヘ ル デ ィ ン 牝4青鹿54 蛯名 正義金山 敏也氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 428－ 4 〃 アタマ 33．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 61，125，400円 複勝： 84，890，600円 枠連： 42，687，000円
馬連： 184，020，400円 馬単： 77，958，200円 ワイド： 91，393，100円
3連複： 230，611，700円 3連単： 325，551，500円 計： 1，098，237，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 370円 � 540円 � 290円 枠 連（4－8） 10，860円

馬 連 �� 10，580円 馬 単 �� 13，870円

ワ イ ド �� 2，050円 �� 1，350円 �� 2，930円

3 連 複 ��� 26，990円 3 連 単 ��� 158，830円

票 数

単勝票数 計 611254 的中 � 40256（6番人気）
複勝票数 計 848906 的中 � 60940（6番人気）� 38382（7番人気）� 84345（5番人気）
枠連票数 計 426870 的中 （4－8） 3045（27番人気）
馬連票数 計1840204 的中 �� 13472（35番人気）
馬単票数 計 779582 的中 �� 4214（44番人気）
ワイド票数 計 913931 的中 �� 11472（24番人気）�� 17792（15番人気）�� 7928（38番人気）
3連複票数 計2306117 的中 ��� 6406（85番人気）
3連単票数 計3255515 的中 ��� 1486（465番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．1―12．0―12．1―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．4―45．4―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マテラスカイ �
�
父 Speightstown �

�
母父 Rahy デビュー 2016．9．24 阪神2着

2014．3．18生 牡4栗 母 Mostaqeleh 母母 Istiqlal 15戦3勝 賞金 40，235，000円

２レース目



00083 1月21日 晴 良 （30中山1）第7日 第11競走 ��
��2，200�第59回アメリカジョッキークラブカップ（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，29．1．21以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬1�増，29．1．20以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳
時の成績を除く）

アメリカジョッキークラブ賞（1着）
賞 品

本 賞 62，000，000円 25，000，000円 16，000，000円 9，300，000円 6，200，000円
付 加 賞 784，000円 224，000円 112，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．9

良
良

67 ダンビュライト 牡4黒鹿55 M．デムーロ �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 474－ 42：13．3 3．9�
33 ミッキースワロー 牡4鹿 56 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 484＋ 42：13．62 2．1�
79 マイネルミラノ 牡8栗 56 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 B498－ 22：13．7� 77．7�
66 ディサイファ 牡9鹿 56 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504－ 42：13．8	 86．8�
811 トーセンビクトリー 牝6鹿 54 田辺 裕信島川 	哉氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 478－ 42：14．01� 23．6

78 
 ショウナンバッハ 牡7鹿 56 戸崎 圭太国本 哲秀氏 上原 博之 日高 ヤナガワ牧場 B452＋ 82：14．1クビ 12．9�
11 レジェンドセラー 牡4鹿 55 C．ルメール �G1レーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 542＋102：14．52� 7．0�
22 トミケンスラーヴァ 牡8鹿 56 江田 照男冨樫 賢二氏 竹内 正洋 大樹 大樹ファーム 504－ 22：14．92� 68．1
44 シ ホ ウ 牡7鹿 56 吉田 隼人�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 B512－ 62：15．21	 110．9�
810 マイネルディーン 牡9青 56 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 新冠橋本牧場 466－ 42：15．94 351．6�
55 ゴールドアクター 牡7青鹿57 武 豊居城 寿与氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム 490＋ 22：16．0	 4．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 337，717，300円 複勝： 295，200，100円 枠連： 104，002，500円 馬連： 851，921，500円 馬単： 419，856，400円
ワイド： 367，274，700円 3連複： 1，124，223，900円 3連単： 2，590，588，400円 5重勝： 580，637，600円 計： 6，671，422，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 140円 � 120円 � 680円 枠 連（3－6） 450円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 220円 �� 2，060円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 6，440円 3 連 単 ��� 24，620円

5 重 勝
対象競走：京都10R／中山10R／中京11R／京都11R／中山11R

キャリーオーバー なし����� 566，080円

票 数

単勝票数 計3377173 的中 � 682113（2番人気）
複勝票数 計2952001 的中 � 598241（2番人気）� 855445（1番人気）� 63058（9番人気）
枠連票数 計1040025 的中 （3－6） 175231（1番人気）
馬連票数 計8519215 的中 �� 1420943（1番人気）
馬単票数 計4198564 的中 �� 279012（3番人気）
ワイド票数 計3672747 的中 �� 526418（1番人気）�� 39672（19番人気）�� 47567（16番人気）
3連複票数 計11242239 的中 ��� 130805（17番人気）
3連単票数 計25905884 的中 ��� 76277（78番人気）
5重勝票数 差引計5806376（返還計1608273） 的中 ����� 718

ハロンタイム 12．8―11．2―12．3―12．5―12．5―12．0―12．2―11．8―11．8―12．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．0―36．3―48．8―1：01．3―1：13．3―1：25．5―1：37．3―1：49．1―2：01．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダンビュライト �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．7．9 中京1着

2014．3．3生 牡4黒鹿 母 タンザナイト 母母 キャサリーンパー 11戦3勝 賞金 173，473，000円

00084 1月21日 晴 良 （30中山1）第7日 第12競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走16時20分 （芝・右）

牝，1000万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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
1：44．9
1：43．9

良
良

33 フローレスマジック 牝4鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 472＋ 81：48．9 1．9�
812 ジョンブドール 牝6鹿 55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 448－ 21：49．11� 4．2�
44 ヤマニンエルフィン 牝7鹿 55 石橋 脩土井 肇氏 松下 武士 浦河 廣田 伉助 504± 01：49．31 19．9�
68 ブリガアルタ 牝5鹿 55

52 ▲武藤 雅 �サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 436－ 4 〃 アタマ 24．7�
811 トーホウアイレス 牝4青鹿54 三浦 皇成東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 468－ 2 〃 クビ 11．9	
22 キューンハイト 牝4鹿 54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 418－ 21：49．4� 22．9

11 � レッドベリンダ 牝6鹿 55 北村 宏司 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B468－ 61：49．5	 13．4�
56 アルメリアブルーム 牝4鹿 54 内田 博幸 �サンデーレーシング 高橋 康之 安平 追分ファーム 414－121：49．6� 8．1�
55 スマートプラネット 牝6鹿 55 田辺 裕信田島榮二郎氏 和田 雄二 浦河 大柳ファーム 464－ 21：49．7クビ 120．1
710 ヤマニンバステト 牝7鹿 55 伊藤 工真土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 470－ 8 〃 クビ 80．4�
79 ダイワドレッサー 牝5鹿 55 柴田 大知大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 472＋ 61：49．8クビ 14．5�
67 � ココロノキャンバス 牝5栗 55 岩部 純二田頭 勇貴氏 石毛 善彦 日高 いとう牧場 406＋ 41：50．43� 351．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 95，633，200円 複勝： 110，136，700円 枠連： 49，474，400円
馬連： 224，760，700円 馬単： 115，533，800円 ワイド： 129，725，900円
3連複： 283，902，900円 3連単： 558，449，200円 計： 1，567，616，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 150円 � 310円 枠 連（3－8） 300円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 240円 �� 600円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 2，160円 3 連 単 ��� 5，710円

票 数

単勝票数 計 956332 的中 � 390358（1番人気）
複勝票数 計1101367 的中 � 312456（1番人気）� 197621（2番人気）� 59836（8番人気）
枠連票数 計 494744 的中 （3－8） 126015（1番人気）
馬連票数 計2247607 的中 �� 408037（1番人気）
馬単票数 計1155338 的中 �� 147676（1番人気）
ワイド票数 計1297259 的中 �� 166961（1番人気）�� 51936（7番人気）�� 26048（13番人気）
3連複票数 計2839029 的中 ��� 98298（5番人気）
3連単票数 計5584492 的中 ��� 70787（7番人気）

ハロンタイム 12．6―12．6―11．8―12．5―11．9―11．8―12．0―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―25．2―37．0―49．5―1：01．4―1：13．2―1：25．2―1：36．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フローレスマジック �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2016．8．14 新潟2着

2014．4．15生 牝4鹿 母 マジックストーム 母母 Foppy Dancer 9戦2勝 賞金 58，627，000円

５レース目



（30中山1）第7日 1月21日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 173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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

275，550，000円
2，590，000円
20，020，000円
1，930，000円
33，460，000円
1，000，000円
70，018，000円
4，685，000円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
849，951，600円
1，067，128，200円
389，272，200円
2，004，356，800円
978，275，200円
1，053，598，000円
2，607，387，300円
4，943，856，000円
580，637，600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
5 重 勝
計 14，474，462，900円

総入場人員 26，109名 （有料入場人員 23，695名）



平成30年度 第1回中山競馬 総計

競走回数 84回 出走延頭数 1，247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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

1，715，250，000円
25，850，000円
135，610，000円
11，180，000円
198，210，000円
1，000，000円
508，929，500円
34，039，200円
11，971，200円

勝馬投票券売得金
4，755，737，300円
6，749，133，700円
2，888，598，200円
12，949，764，900円
5，748，061，500円
6，695，422，100円
17，117，500，500円
26，137，432，400円
580，637，600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
5 重 勝
計 83，622，288，200円

総入場延人員 166，353名 （有料入場延人員 152，059名）
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