
3300112月1日 晴 良 （30中山5）第1日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走9時50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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

510 ス ズ ノ ウ メ 牝2鹿 54 三浦 皇成小紫惠美子氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 466＋ 21：12．1 9．6�
611 タイセイスパーブ 牡2鹿 55 J．モレイラ田中 成奉氏 青木 孝文 浦河 高昭牧場 476± 01：12．31� 2．0�

（伯刺）

815 フラッシュノワール 牡2黒鹿55 丸山 元気 �キャロットファーム 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 468＋ 61：12．61� 11．5�
11 ハーベストゴールド 牡2栗 55 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 加藤 和宏 日高 坂東ファーム 438＋ 4 〃 クビ 9．1�
612 ダディフィンガー 牡2鹿 55 柴田 善臣野村 茂雄氏 水野 貴広 むかわ 上水牧場 490＋101：12．7	 19．4�
47 ヘアピンローズ 牝2栗 54 大野 拓弥中西 純穂氏 久保田貴士 新冠 松浦牧場 460－ 41：13．23 5．1	
816 コスモルシオ 牡2栗 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 500＋241：13．4� 13．2

23 シゲルキャッツアイ 牝2栗 54 丸田 恭介森中 蕃氏 石毛 善彦 新ひだか 土田農場 450＋ 21：13．82	 210．9�
48 トミケンミステリオ 牡2栗 55 江田 照男冨樫 賢二氏 武市 康男 日高 永村 侑 470＋ 81：14．01	 62．4�
24 カガストロング 牡2栗 55 武士沢友治香川 憲次氏 萱野 浩二 むかわ ヤマイチ牧場 462± 0 〃 ハナ 94．8
35 フラッフィーベア 牝2鹿 54

52 △菊沢 一樹 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 442－101：14．1	 254．7�
713 ブラジリアンビキニ 牝2栗 54 内田 博幸 Him Rock Racing

ホールディングス� 高橋 裕 日高 北田 剛 458＋ 41：14．2クビ 82．3�
714 ラスティングライ 牡2栗 55 田中 勝春松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 新ひだか へいはた牧場 488± 01：14．62	 96．9�
36 コアヴィクトリー 牡2鹿 55 的場 勇人西本 資史氏 的場 均 青森 佐々木牧場 450＋ 4 〃 クビ 414．8�
12 ペシュウィズダム 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎福原 晃氏 柴田 政人 新ひだか 米田牧場 426＋ 21：15．02	 187．8�
59 グランパルトネール 牝2鹿 54

51 ▲木幡 育也鈴木 真氏 清水 英克 浦河 高岸 順一 446－ 6 〃 ハナ 233．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，139，200円 複勝： 35，912，300円 枠連： 12，927，100円
馬連： 48，276，400円 馬単： 25，111，300円 ワイド： 38，294，300円
3連複： 70，615，200円 3連単： 87，231，200円 計： 347，507，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 190円 � 110円 � 240円 枠 連（5－6） 900円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 3，020円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，140円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，890円 3 連 単 ��� 21，740円

票 数

単勝票数 計 291392 的中 � 25543（4番人気）
複勝票数 計 359123 的中 � 36724（4番人気）� 135290（1番人気）� 25980（5番人気）
枠連票数 計 129271 的中 （5－6） 11030（4番人気）
馬連票数 計 482764 的中 �� 36477（3番人気）
馬単票数 計 251113 的中 �� 6236（10番人気）
ワイド票数 計 382943 的中 �� 25748（2番人気）�� 7970（14番人気）�� 19727（4番人気）
3連複票数 計 706152 的中 ��� 18283（8番人気）
3連単票数 計 872312 的中 ��� 2908（64番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．9―12．1―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―34．3―46．4―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ス ズ ノ ウ メ �
�
父 ケープブランコ �

�
母父 バ チ ア ー デビュー 2018．9．23 中山4着

2016．4．10生 牝2鹿 母 スズノメヒョー 母母 ミュゲルージュ 3戦1勝 賞金 6，100，000円
〔制裁〕 コアヴィクトリー号の騎手的場勇人は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番・4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。
（非当選馬） 1頭 フォアシザフューチ号
※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。

3300212月1日 晴 良 （30中山5）第1日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時15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
1：52．7
1：50．9

良
不良

510 テングレート 牡2青鹿55 J．モレイラ天白 泰司氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム B486－ 41：56．6 1．7�
（伯刺）

12 バンディエラ 牡2栗 55 嘉藤 貴行東海林貴大氏 竹内 正洋 新冠 松本 信行 B520－ 41：56．7� 6．9�
611 ト ゥ ル ボ ー 牡2栗 55 勝浦 正樹�ノースヒルズ 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486－ 41：57．12� 27．0�
815 シークザトゥルース 牝2栗 54 柴田 大知 �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 B478＋ 41：57．73� 31．6�
47 コウジンホウオウ 牡2芦 55 江田 照男加藤 興一氏 松山 将樹 浦河 ディアレスト

クラブ 470± 01：57．8クビ 121．7�
612 トキノミドリ 牡2鹿 55 戸崎 圭太岡田 勇氏 柴田 政人 新ひだか 久米 和夫 504－ 81：58．11� 11．2	
35 フライクーゲル 牡2鹿 55 田辺 裕信水上 行雄氏 黒岩 陽一 浦河 笠松牧場 478＋141：58．31 5．3

714 ユノートルベル 牝2鹿 54 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌和 新冠 ビッグレッドファーム 468－101：58．4� 86．7�
48 アスカエンペラー 牡2鹿 55 蛯名 正義上野 武氏 本間 忍 新ひだか 木村 秀則 474＋ 41：58．82� 61．3�
816 グラスプレジャー 牡2鹿 55

54 ☆木幡 巧也半沢 杉浦 宏昭 日高 メイプルファーム 458± 01：58．9� 193．0�
36 タトゥーアリ 牡2鹿 55

52 ▲野中悠太郎 �アフロin El Paso 小桧山 悟 新ひだか 稲葉牧場 528＋ 8 〃 クビ 362．8�
23 シゲルアメジスト 牡2鹿 55 武士沢友治森中 蕃氏 粕谷 昌央 浦河 王蔵牧場 488± 01：59．53� 408．3�
11 リュウノイブキ 牡2黒鹿55 丸山 元気二口 雅一氏 土田 稔 新ひだか 田原橋本牧場 500＋ 61：59．71� 51．4�
24 マンゴープリン 牝2黒鹿54 大庭 和弥田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新ひだか 小倉 光博 436± 02：00．01� 275．5�
59 マーヴェラスロード 牡2鹿 55 三浦 皇成山本又一郎氏 鹿戸 雄一 新ひだか チャンピオンズファーム 478＋ 22：00．1� 22．1�
713 ウインコンダクター 牡2黒鹿 55

52 ▲木幡 育也�ウイン 畠山 吉宏 浦河 ディアレスト
クラブ 454± 0 〃 アタマ 82．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，242，100円 複勝： 48，776，000円 枠連： 10，994，900円
馬連： 40，371，500円 馬単： 24，038，800円 ワイド： 29，941，300円
3連複： 54，524，100円 3連単： 79，666，500円 計： 310，555，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 310円 枠 連（1－5） 460円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 240円 �� 570円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 2，210円 3 連 単 ��� 5，170円

票 数

単勝票数 計 222421 的中 � 106650（1番人気）
複勝票数 計 487760 的中 � 288419（1番人気）� 51009（2番人気）� 15037（6番人気）
枠連票数 計 109949 的中 （1－5） 18196（3番人気）
馬連票数 計 403715 的中 �� 63626（2番人気）
馬単票数 計 240388 的中 �� 27358（2番人気）
ワイド票数 計 299413 的中 �� 37854（1番人気）�� 12614（6番人気）�� 5553（13番人気）
3連複票数 計 545241 的中 ��� 18501（6番人気）
3連単票数 計 796665 的中 ��� 11169（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．8―38．5―52．2―1：05．5―1：18．1―1：30．8―1：43．3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テングレート �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．7．15 函館5着

2016．5．4生 牡2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 6戦1勝 賞金 10，350，000円
〔制裁〕 マーヴェラスロード号の騎手三浦皇成は，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：7番・1番）
※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５回 中山競馬 第１日



3300312月1日 晴 良 （30中山5）第1日 第3競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走10時45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
1：59．9
1：59．8

良
良

611 ブランクエンド 牡2鹿 55 J．モレイラ諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 472＋ 22：01．5 2．8�
（伯刺）

12 グレイテスト 牝2芦 54 田中 勝春荒井 元明氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 460－ 22：01．6� 3．6�
815 ツクバソヴァール 牡2黒鹿55 大野 拓弥細谷 武史氏 杉浦 宏昭 伊達 高橋農場 472＋ 42：02．02� 40．5�
11 マイネルステレール 牡2鹿 55

52 ▲野中悠太郎 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 462－ 22：02．1� 242．8�

35 アッシュドール 牡2鹿 55 北村 宏司西 浩明氏 勢司 和浩 新ひだか 桜井牧場 506－ 42：02．2クビ 31．2�
612 タイセイアヴァンセ 牝2黒鹿54 戸崎 圭太田中 成奉氏 青木 孝文 新冠 村田牧場 424＋ 62：02．41� 24．7	
59 メルキュール 牝2鹿 54 浜中 俊 
キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋ 82：02．5� 23．0�
24 タイセイフィクサー 牡2鹿 55 三浦 皇成田中 成奉氏 奥村 武 新ひだか 広田牧場 480＋ 42：02．92� 179．2�
48 ヴァイスカイザー 牡2芦 55 W．ビュイック 
サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 464± 0 〃 アタマ 2．6

（英）

36 カ ナ デ ル ハ 牝2鹿 54
52 △菊沢 一樹 �アフロin El Paso 小桧山 悟 浦河 �川 啓一 462－ 82：03．21� 648．2�

47 テ ィ ヤ ム 牝2青鹿54 内田 博幸藤沼 利夫氏 金成 貴史 平取 スガタ牧場 452± 02：03．41� 375．9�
510 テンプテーション 牡2鹿 55 蛯名 正義嶋田 賢氏 手塚 貴久 新ひだか 岡田牧場 476＋ 42：03．61� 60．8�
23 セ レ ブ リ ス 牝2黒鹿54 田辺 裕信安原 浩司氏 田中 剛 浦河 辻 牧場 448－ 4 〃 クビ 73．4�
714 ノーブルベガ 牝2芦 54 勝浦 正樹吉木 伸彦氏 水野 貴広 新ひだか 土田農場 452－ 22：04．34 227．9�
817 マイネルオリエンス 牡2栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 浦河 大北牧場 480＋162：04．4クビ 403．4�
713 イノセントラヴ 牝2栗 54 宮崎 北斗田島 孝司氏 青木 孝文 日高 スマイルファーム 442＋ 22：04．71� 491．1�
816 オンザウェイ 牡2栗 55 石川裕紀人久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 514＋ 42：04．8� 147．7�

（17頭）

売 得 金
単勝： 33，176，900円 複勝： 35，867，600円 枠連： 14，416，900円
馬連： 52，603，600円 馬単： 29，335，900円 ワイド： 38，984，900円
3連複： 78，256，500円 3連単： 107，146，700円 計： 389，789，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 140円 � 450円 枠 連（1－6） 470円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 220円 �� 1，240円 �� 870円

3 連 複 ��� 3，470円 3 連 単 ��� 10，090円

票 数

単勝票数 計 331769 的中 � 97203（2番人気）
複勝票数 計 358676 的中 � 83593（2番人気）� 72442（3番人気）� 13497（7番人気）
枠連票数 計 144169 的中 （1－6） 23677（2番人気）
馬連票数 計 526036 的中 �� 85139（2番人気）
馬単票数 計 293359 的中 �� 22794（4番人気）
ワイド票数 計 389849 的中 �� 55685（2番人気）�� 6984（15番人気）�� 10259（8番人気）
3連複票数 計 782565 的中 ��� 16904（13番人気）
3連単票数 計1071467 的中 ��� 7693（30番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―12．1―12．7―12．7―12．6―12．2―12．4―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．4―35．5―48．2―1：00．9―1：13．5―1：25．7―1：38．1―1：49．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．8
1
3
・（2，6）15，16（3，17）11（1，9，12）10（4，13）（5，14）7，8
2，6－15（3，16）（11，17，12）1（9，10）（4，13）（5，14）8，7

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

勝馬の
紹 介

ブランクエンド �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2018．9．8 中山2着

2016．2．23生 牡2鹿 母 ブルーミンバー 母母 タヤスブルーム 2戦1勝 賞金 7，800，000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。

3300412月1日 晴 良 （30中山5）第1日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走11時15分 （ダート・右）

牝，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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

11 テ ン ブ ン 牝2栗 54
52 △菊沢 一樹田頭 勇貴氏 菊沢 隆徳 新冠 北星村田牧場 482 ―1：13．3 80．2�

36 マーヴェラスクイン 牝2鹿 54 北村 宏司山本又一郎氏 古賀 慎明 新ひだか 木村 秀則 418 ―1：13．51� 12．3�
816 チ ャ ナ 牝2鹿 54 柴田 大知大久保和夫氏 土田 稔 日高 厚賀古川牧場 450 ―1：13．6� 6．0�
12 メールデゾレ 牝2栗 54 勝浦 正樹吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 468 ―1：13．7クビ 3．1�
35 ツキノサバク 牝2鹿 54 田辺 裕信窪田 芳郎氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 442 ―1：13．91� 3．7�
510 サウスパッキオ 牝2栗 54 三浦 皇成布武起会 中野 栄治 日高 木村牧場 448 ―1：14．96 10．3�
47 シゲルリシアキセキ 牝2黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎森中 蕃氏 和田 雄二 浦河 中村 雅明 458 ―1：15．0� 59．6	
612 クラーロデラルナ 牝2青鹿 54

51 ▲木幡 育也平本 敏夫氏 加藤 和宏 新ひだか 武 牧場 442 ―1：15．2� 148．6

（クラーロベラルーナ）

713 アースクインビー 牝2栗 54 丸田 恭介松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 ガーベラパー
クスタツド 430 ―1：15．3� 30．8�

24 ゼ ロ カ ラ 牝2黒鹿54 西田雄一郎谷口 祐人氏 藤原 辰雄 新ひだか 下屋敷牧場 458 ― 〃 アタマ 18．8�
23 フ ル ゴ ラ 牝2鹿 54 丸山 元気島田 久氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 432 ― 〃 アタマ 25．2
48 ネオファルコン 牝2鹿 54 嘉藤 貴行西田 俊二氏 鈴木 伸尋 浦河 田中スタッド 472 ―1：15．51� 87．9�
59 グラスベローナ 牝2鹿 54 石川裕紀人半沢� 小笠 倫弘 新ひだか 松田牧場 452 ―1：15．6� 33．3�
611 サイファリス 牝2黒鹿54 武士沢友治水上 行雄氏 武市 康男 浦河 笠松牧場 456 ―1：16．45 240．9�
815 フクノモンルージュ 牝2鹿 54 西村 太一福島 祐子氏 天間 昭一 日高 株式会社

ケイズ 444 ― 〃 クビ 57．5�
714 トウカイビアンカ 牝2芦 54 江田 照男内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 438 ―1：16．93 25．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，966，400円 複勝： 27，932，700円 枠連： 15，561，000円
馬連： 40，750，800円 馬単： 19，495，700円 ワイド： 28，367，800円
3連複： 54，970，000円 3連単： 59，952，500円 計： 269，996，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，020円 複 勝 � 1，480円 � 320円 � 200円 枠 連（1－3） 390円

馬 連 �� 34，100円 馬 単 �� 87，030円

ワ イ ド �� 8，290円 �� 6，780円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 64，110円 3 連 単 ��� 536，610円

票 数

単勝票数 計 229664 的中 � 2433（13番人気）
複勝票数 計 279327 的中 � 3936（13番人気）� 22349（5番人気）� 45088（3番人気）
枠連票数 計 155610 的中 （1－3） 30662（1番人気）
馬連票数 計 407508 的中 �� 926（65番人気）
馬単票数 計 194957 的中 �� 168（145番人気）
ワイド票数 計 283678 的中 �� 867（65番人気）�� 1062（58番人気）�� 5999（10番人気）
3連複票数 計 549700 的中 ��� 643（156番人気）
3連単票数 計 599525 的中 ��� 81（1182番人気）

ハロンタイム 12．0―11．1―11．9―12．4―12．4―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．1―35．0―47．4―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テ ン ブ ン �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

2016．4．5生 牝2栗 母 アンケセナーメン 母母 ミヤビトップレディ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 メールデゾレ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 エンシャントロア号・グラミス号・ダイヤレイジング号・ニーマルティアラ号・ペイシャスプリング号



3300512月1日 晴 良 （30中山5）第1日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時05分 （芝・右・外）
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
1：07．8
1：07．8

良
良

22 キースネリス 牝2鹿 54 三浦 皇成ディアレストクラブ� 高橋 文雅 日高 日高大洋牧場 472 ―1：09．1 4．6�
11 ク ノ イ チ 牝2栗 54 W．ビュイックゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466 ―1：10．710 3．1�
（英）

56 トーセンワンピース 牝2鹿 54 勝浦 正樹島川 �哉氏 柴田 政人 日高 有限会社 エ
スティファーム 454 ― 〃 ハナ 17．3�

812 ブルーフェアリー 牝2鹿 54 江田 照男 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 新ひだか グランド牧場 432 ―1：10．8� 29．2�

33 ヘリオシース 牝2芦 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 武藤 善則 新ひだか 下屋敷牧場 410 ―1：10．9� 16．4	
45 スコッチフラワー 牝2鹿 54 丸山 元気小池 依子氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 472 ―1：11．0� 38．4

68 ビクトリアスマイル 牝2黒鹿54 田辺 裕信 KRジャパン 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 402 ― 〃 クビ 13．4�
813 スパイラルチャージ 牡2青鹿55 戸崎 圭太�レッドマジック田島 俊明 新冠 パカパカ

ファーム 472 ―1：11．21� 2．7�
44 ブラザーサン 牡2栗 55 的場 勇人海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 410 ―1：11．51� 119．0
710 フェアースカイ 牝2鹿 54

52 △菊沢 一樹�和田牧場 石毛 善彦 浦河 中村 雅明 446 ― 〃 ハナ 166．7�
69 ヒロコプリンセス 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎国田 正忠氏 柴田 政人 浦河 大北牧場 390 ―1：11．92� 115．4�
711 キタノローズ 牝2鹿 54 西田雄一郎北所 直人氏 天間 昭一 新冠 アラキフアーム 420 ―1：12．0� 157．7�
57 ウインサンベリーナ 牝2鹿 54

51 ▲木幡 育也�ウイン 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム 400 ―1：12．42� 65．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 27，513，400円 複勝： 27，675，200円 枠連： 11，823，500円
馬連： 47，900，200円 馬単： 24，902，900円 ワイド： 30，086，600円
3連複： 57，693，600円 3連単： 78，925，500円 計： 306，520，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 160円 � 140円 � 270円 枠 連（1－2） 600円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 280円 �� 780円 �� 680円

3 連 複 ��� 2，160円 3 連 単 ��� 9，780円

票 数

単勝票数 計 275134 的中 � 49863（3番人気）
複勝票数 計 276752 的中 � 46648（3番人気）� 58772（2番人気）� 20471（5番人気）
枠連票数 計 118235 的中 （1－2） 15151（2番人気）
馬連票数 計 479002 的中 �� 66460（2番人気）
馬単票数 計 249029 的中 �� 13893（5番人気）
ワイド票数 計 300866 的中 �� 31112（2番人気）�� 9176（12番人気）�� 10630（8番人気）
3連複票数 計 576936 的中 ��� 19990（7番人気）
3連単票数 計 789255 的中 ��� 5849（23番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―11．6―11．6―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．3―34．9―46．5―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．2
3 2（1，10，12）－11（6，13）（3，7，8，9）5＝4 4 2，12，10（1，11）6（3，13，8）7，9，5＝4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

キースネリス �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Cape Cross 初出走

2016．4．9生 牝2鹿 母 ニューアイデア 母母 Assertive Lass 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 フェアースカイ号は，枠入り不良。

トーセンワンピース号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 クノイチ号の騎手W．ビュイックは，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50，000円。（被害馬：3番）
〔調教再審査〕 トーセンワンピース号は，発走調教再審査。
※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。

3300612月1日 晴 良 （30中山5）第1日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時35分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

815 レッドフレイ 牡3黒鹿56 W．ビュイック �東京ホースレーシング 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470± 01：51．4 2．4�

（英）

47 グロンフォール 牡3鹿 56 J．モレイラ �シルクレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 574－ 61：52．25 3．0�
（伯刺）

23 レオアルティメット 牡3栗 56 江田 照男�レオ 牧 光二 日高 川端 正博 540＋ 41：52．73 38．1�
58 スピアザゴールド �5鹿 57 大野 拓弥 �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＋201：52．8� 7．6�
610� ディスカバー 牡4鹿 57 田中 勝春村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 482＋ 41：53．22	 51．1	
713 トミケンエンデレア 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎冨樫 賢二氏 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 500－ 41：53．41
 23．0

35 � クリップスプリンガ 牡4鹿 57

56 ☆木幡 巧也山下 良子氏 岩戸 孝樹 新冠 ヤマタケ牧場 446＋ 61：53．71� 26．4�
11 ボールドスパルタン 牡3青 56 嘉藤 貴行増田 陽一氏 大和田 成 新冠 新冠橋本牧場 464＋ 81：54．44 143．7�
59 カ ガ ス タ ー 牡3鹿 56 戸崎 圭太香川 憲次氏 高市 圭二 日高 広富牧場 452＋10 〃 クビ 7．6
22 マイネルネッツ 牡6鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 赤石 久夫 490＋ 41：54．5クビ 54．5�
814 ゴールドパッション 牡3栗 56 北村 宏司居城 寿与氏 青木 孝文 新冠 北勝ファーム 516＋ 4 〃 クビ 45．6�
34 サクラトップスター 牡3栗 56 武士沢友治�トップフェロウ奥平 雅士 新冠 細川農場 470＋121：54．92	 96．0�
46 ヤマタケパンチ 牡3青鹿56 内田 博幸山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 高野牧場 494＋ 4 〃 クビ 282．9�
611 ウインドオブホープ �5栗 57 勝浦 正樹�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 534± 01：55．53	 19．3�
712� シンボリブーケ 牝4鹿 55

53 △菊沢 一樹岡田 壮史氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 482＋ 61：56．35 68．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 37，276，800円 複勝： 46，502，100円 枠連： 16，786，200円
馬連： 66，252，600円 馬単： 30，055，000円 ワイド： 48，461，300円
3連複： 85，543，800円 3連単： 102，082，300円 計： 432，960，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 150円 � 570円 枠 連（4－8） 450円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 240円 �� 1，700円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 5，030円 3 連 単 ��� 17，440円

票 数

単勝票数 計 372768 的中 � 121375（1番人気）
複勝票数 計 465021 的中 � 103485（1番人気）� 90732（2番人気）� 13741（8番人気）
枠連票数 計 167862 的中 （4－8） 28620（1番人気）
馬連票数 計 662526 的中 �� 121407（1番人気）
馬単票数 計 300550 的中 �� 26985（1番人気）
ワイド票数 計 484613 的中 �� 62851（1番人気）�� 6495（17番人気）�� 6035（19番人気）
3連複票数 計 855438 的中 ��� 12754（13番人気）
3連単票数 計1020823 的中 ��� 4242（42番人気）

ハロンタイム 12．5―11．8―11．9―12．6―12．8―11．9―12．1―13．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．3―36．2―48．8―1：01．6―1：13．5―1：25．6―1：38．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドフレイ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Panis デビュー 2018．8．11 新潟1着

2015．3．16生 牡3黒鹿 母 アウトオブタイム 母母 Manettia 2戦2勝 賞金 12，500，000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。

追 加 記 事（第 5回東京競馬第 3日第 2競走）
〔その他〕　　アウティミアー号は，競走中に疾病〔右橈側手根骨々折〕を発症。なお，同馬は「タ

イムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



3300712月1日 晴 良 （30中山5）第1日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時05分 （ダート・右）

牝，1000万円以下；負担重量は，3歳54�4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
1：08．7
1：08．7

重
重

11 スビールアスール 牝4黒鹿55 大野 拓弥�アスール 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 486± 01：10．1 9．2�
48 ヤ サ シ サ 牝4鹿 55 浜中 俊佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 500＋ 21：10．31� 4．7�
23 ボクノナオミ 牝6鹿 55

53 △菊沢 一樹塩澤 正樹氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 492± 01：10．61� 32．4�
510 シ ェ ー ナ 牝3鹿 54 戸崎 圭太�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458－ 41：11．02� 15．6�
816 オーヴォドーロ 牝3黒鹿54 J．モレイラ諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 468＋ 6 〃 ハナ 2．8�

（伯刺）

24 パワフルヒロコ 牝4黒鹿55 三浦 皇成三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 丸幸小林牧場 444－ 2 〃 ハナ 40．8	
612 ディーズフェイク 牝3青鹿54 柴田 善臣秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 474＋10 〃 ハナ 18．6

35 ペイシャバラード 牝5黒鹿55 嘉藤 貴行北所 直人氏 高市 圭二 浦河 梅田牧場 472＋14 〃 ハナ 101．3�
611 メイショウタラチネ 牝6黒鹿55 丸田 恭介松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 B470－ 4 〃 ハナ 16．8�
36 エヴォリューション 牝7鹿 55 丸山 元気岡田 隆寛氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 486± 01：11．21 49．2
12 セイウンリリシイ 牝3鹿 54 田中 勝春西山 茂行氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 466＋ 21：11．94 23．0�
815 ミッキーオフィサー 牝5鹿 55 石川裕紀人野田みづき氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448－121：12．11� 194．1�
713 オジョーノキセキ 牝3鹿 54 田辺 裕信前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 504＋101：12．2� 5．0�
47 ニシノオリーブ 牝3青 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 武藤 善則 新ひだか 本桐牧場 458＋101：12．3クビ 62．7�
714 ダイワプロパー 牝6栗 55 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌和 新ひだか フジワラフアーム 482－ 61：12．4� 44．0�
59 コマノレジェンド 牝4黒鹿 55

52 ▲木幡 育也長谷川芳信氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 474＋ 6 〃 ハナ 31．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，582，700円 複勝： 56，463，400円 枠連： 19，725，300円
馬連： 79，997，200円 馬単： 34，986，300円 ワイド： 59，461，300円
3連複： 106，259，800円 3連単： 117，524，600円 計： 517，000，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 250円 � 190円 � 840円 枠 連（1－4） 930円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 3，960円

ワ イ ド �� 580円 �� 3，700円 �� 2，370円

3 連 複 ��� 15，400円 3 連 単 ��� 76，760円

票 数

単勝票数 計 425827 的中 � 36855（4番人気）
複勝票数 計 564634 的中 � 59882（4番人気）� 92102（2番人気）� 13829（13番人気）
枠連票数 計 197253 的中 （1－4） 16395（4番人気）
馬連票数 計 799972 的中 �� 36445（5番人気）
馬単票数 計 349863 的中 �� 6612（11番人気）
ワイド票数 計 594613 的中 �� 28431（3番人気）�� 3959（43番人気）�� 6258（29番人気）
3連複票数 計1062598 的中 ��� 5173（42番人気）
3連単票数 計1175246 的中 ��� 1110（222番人気）

ハロンタイム 11．7―10．6―11．1―11．5―12．0―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．3―33．4―44．9―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スビールアスール �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．8．7 新潟13着

2014．4．10生 牝4黒鹿 母 サングレアズール 母母 リメインラブ 22戦4勝 賞金 50，700，000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） 1頭 サクレディーヴァ号
（非抽選馬） 1頭 サンデュランゴ号
※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。

3300812月1日 晴 良 （30中山5）第1日 第8競走 ��3，570�イルミネーションジャンプステークス
発走13時40分 （ 芝 ）
3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，J・GⅠ競走1着馬3�増，J・
GⅡ競走1着馬2�増

賞 品
本 賞 16，500，000円 6，600，000円 4，100，000円 2，500，000円 1，650，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード3：58．2良

711 ミヤジタイガ 牡8鹿 60 高田 潤曽我 司氏 武 幸四郎 日高 白井牧場 506－ 23：58．3 3．1�
814� マイネルプロンプト �6黒鹿60 森 一馬岡田 壮史氏 坂口 正則 新冠 コスモヴューファーム 488－ 43：59．15 1．9�
45 ゼンノトライブ 牡5黒鹿60 難波 剛健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 446－ 84：00．59 12．0�
46 トラキアンコード �6芦 60 金子 光希原 �子氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 516＋ 84：01．45 35．3�
69 � シゲルクロカジキ 牡5鹿 60 植野 貴也森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 福岡 駿弥 522＋10 〃 ハナ 26．9�
33 シゲルロウニンアジ 牡5鹿 60 中村 将之森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 502＋10 〃 アタマ 49．1�
11 トーヨーピース 牡4鹿 60 草野 太郎中嶋 宏氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 474－ 2 〃 アタマ 8．0	
34 プレシャスタイム 牡5鹿 60 北沢 伸也小原 該一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 438＋ 84：01．5クビ 59．4

813 レジェンドパワー �6黒鹿60 大江原 圭西村新一郎氏 中野 栄治 日高 旭 牧場 458＋ 84：01．71	 54．0�
610� エアカーディナル 牡7鹿 60 西谷 誠 �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 496＋ 8 〃 クビ 28．4
57 マイネルフレスコ 牡7栗 60 五十嵐雄祐 �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 488＋ 24：02．23 31．7�
58 � アカネバローロ 牝5鹿 58 山本 康志ライオンレースホース� 岩戸 孝樹 浦河 浦河日成牧場 492＋ 24：05．3大差 117．7�
712� シンボリダルク 牝5青鹿58 平沢 健治杉浦 和也氏 浅野洋一郎 日高 シンボリ牧場 486＋ 84：05．51
 88．0�
22 � ゴールドバンカー 牡6栗 60 石神 深一磯波 勇氏 伊藤 正徳 登別 登別上水牧場 462＋ 64：11．5大差 188．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 26，864，600円 複勝： 33，496，200円 枠連： 18，542，800円
馬連： 57，032，000円 馬単： 30，642，900円 ワイド： 40，096，000円
3連複： 87，135，500円 3連単： 126，716，200円 計： 420，526，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 120円 � 110円 � 180円 枠 連（7－8） 260円

馬 連 �� 230円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 140円 �� 440円 �� 350円

3 連 複 ��� 600円 3 連 単 ��� 2，100円

票 数

単勝票数 計 268646 的中 � 69240（2番人気）
複勝票数 計 334962 的中 � 65909（2番人気）� 121333（1番人気）� 30355（4番人気）
枠連票数 計 185428 的中 （7－8） 53600（1番人気）
馬連票数 計 570320 的中 �� 186781（1番人気）
馬単票数 計 306429 的中 �� 38256（2番人気）
ワイド票数 計 400960 的中 �� 96416（1番人気）�� 18350（4番人気）�� 24675（3番人気）
3連複票数 計 871355 的中 ��� 107709（1番人気）
3連単票数 計1267162 的中 ��� 43669（3番人気）
上り 1マイル 1：43．7 4F 50．0－3F 37．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミヤジタイガ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 El Corredor デビュー 2012．6．10 阪神1着

2010．2．27生 牡8鹿 母 フローレンスガール 母母 Launch Site 障害：18戦4勝 賞金 99，428，000円
〔制裁〕 ゼンノトライブ号の騎手難波剛健は，3周目4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）



3300912月1日 晴 良 （30中山5）第1日 第9競走 ��
��2，000�

は ぼ た ん

葉 牡 丹 賞
発走14時15分 （芝・右）
2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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．9
1：59．8

良
良

68 シークレットラン 牡2鹿 55 内田 博幸亀井 哲也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 488＋101：59．6レコード 21．8�
56 ランフォザローゼス 牡2鹿 55 J．モレイラ窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 488＋ 61：59．81 1．9�

（伯刺）

711 サトノラディウス 牡2鹿 55 三浦 皇成 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 千歳 社台ファーム 494＋ 2 〃 クビ 19．3�
813 キタサンバルカン 牡2鹿 55 北村 宏司�大野商事 奥村 武 安平 ノーザンファーム 430＋ 6 〃 アタマ 37．8�
22 カイザースクルーン 牡2芦 55 W．ビュイック �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋142：00．12 5．8	
（英）

11 ル タ ン ブ ル 牝2黒鹿54 丸山 元気杉浦 和也氏 寺島 良 日高 竹島 幸治 438－ 4 〃 アタマ 92．4

33 ヴァンケドミンゴ 牡2鹿 55 浜中 俊幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 464＋ 8 〃 ハナ 18．2�
812 ボ ス ジ ラ 牡2芦 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 496＋ 62：00．2クビ 4．3�
44 アトミックフォース 牡2鹿 55 大野 拓弥吉田 千津氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 464＋ 8 〃 ハナ 74．3
45 テイエムバリバリ 牡2黒鹿55 勝浦 正樹竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 村上 雅規 444－ 42：00．52 330．0�
57 マリノジュリア 牝2黒鹿54 木幡 巧也�クラウン 斎藤 誠 日高 クラウン日高牧場 432± 02：00．92� 118．1�
69 ウレキサイト 牡2芦 55 田辺 裕信 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 494＋ 6 〃 アタマ 17．6�
710 マイネルエキサイト 牡2青鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新ひだか 坂本 春雄 470＋ 42：01．53� 183．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 63，995，000円 複勝： 72，180，600円 枠連： 22，609，700円
馬連： 108，736，000円 馬単： 54，434，800円 ワイド： 67，932，000円
3連複： 135，596，300円 3連単： 199，963，200円 計： 725，447，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，180円 複 勝 � 360円 � 130円 � 360円 枠 連（5－6） 850円

馬 連 �� 2，300円 馬 単 �� 6，440円

ワ イ ド �� 760円 �� 2，790円 �� 640円

3 連 複 ��� 8，440円 3 連 単 ��� 76，860円

票 数

単勝票数 計 639950 的中 � 24809（7番人気）
複勝票数 計 721806 的中 � 41015（7番人気）� 199879（1番人気）� 41162（6番人気）
枠連票数 計 226097 的中 （5－6） 20464（4番人気）
馬連票数 計1087360 的中 �� 36631（7番人気）
馬単票数 計 544348 的中 �� 6339（19番人気）
ワイド票数 計 679320 的中 �� 23296（7番人気）�� 5909（28番人気）�� 28387（5番人気）
3連複票数 計1355963 的中 ��� 12049（25番人気）
3連単票数 計1999632 的中 ��� 1886（204番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．0―12．2―12．3―12．1―12．1―11．9―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．6―35．6―47．8―1：00．1―1：12．2―1：24．3―1：36．2―1：47．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シークレットラン �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．6．10 東京2着

2016．2．5生 牡2鹿 母 カールファターレ 母母 エルフィンフェザー 3戦2勝 賞金 18，073，000円
〔制裁〕 ボスジラ号の騎手戸崎圭太は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・6番）
※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。

3301012月1日 晴 良 （30中山5）第1日 第10競走 ��
��1，800�

ほくそう

北総ステークス
発走14時50分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，29．12．2以降30．11．25まで1回以上出走馬；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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

47 ゴールデンブレイヴ 牡5栗 55 W．ビュイック 保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 488－ 41：51．4 5．9�
（英）

35 サクラエンパイア 牡5鹿 55 J．モレイラ�さくらコマース堀 宣行 新ひだか 谷岡牧場 474＋ 21：51．71� 8．5�
（伯刺）

712 ブライトンロック 牡4黒鹿56 田辺 裕信坂巻 勝彦氏 田中 清隆 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 458－ 81：51．8� 13．1�

46 バイタルフォース �6鹿 55 三浦 皇成前田 幸治氏 萩原 清 新冠 株式会社
ノースヒルズ 506± 01：51．9	 31．0�

610 フ ァ ド ー グ �7黒鹿55 蛯名 正義 �キャロットファーム 奥平 雅士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490＋ 4 〃 ハナ 52．6	

59 アナザートゥルース �4栗 56 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 新ひだか 岡田スタツド 492＋ 81：52．0クビ 2．0


814 フィールザプリティ 牝6黒鹿52 北村 宏司櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 468－ 81：52．42	 47．8�
23 ベルウッドテラス �8鹿 53 江田 照男鈴木 照雄氏 中舘 英二 日高 オリオンファーム 492＋ 4 〃 ハナ 70．7�
34 エ ネ ス ク 牡5鹿 56 柴田 大知桐谷 茂氏 和田 雄二 新冠 須崎牧場 516＋ 21：52．5クビ 53．3
22 ネイビーブルー 牡5鹿 56 浜中 俊青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 506＋ 61：52．6� 29．1�
611 マイネルビクトリー 牡5鹿 55 木幡 巧也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか 見上牧場 494＋ 21：52．7	 43．2�
815 エンクエントロス 牡6鹿 54 石川裕紀人山口 裕介氏 黒岩 陽一 新冠 対馬 正 B504＋12 〃 クビ 40．1�
713 ウイングチップ �6黒鹿55 柴田 善臣 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 502＋ 81：52．91
 47．1�
58 ツクバクロオー 牡3青鹿53 丸山 元気荻原 昭二氏 根本 康広 新ひだか 田上 徹 462＋ 81：53．32	 25．8�
11 リアンヴェリテ 牡4鹿 55 戸崎 圭太加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480＋ 2 （競走中止） 6．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 51，704，700円 複勝： 71，773，500円 枠連： 29，138，800円
馬連： 133，605，600円 馬単： 59，274，700円 ワイド： 83，850，700円
3連複： 178，082，900円 3連単： 238，477，700円 計： 845，908，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 200円 � 250円 � 320円 枠 連（3－4） 1，510円

馬 連 �� 2，780円 馬 単 �� 4，850円

ワ イ ド �� 860円 �� 1，350円 �� 2，100円

3 連 複 ��� 10，540円 3 連 単 ��� 44，210円

票 数

単勝票数 計 517047 的中 � 69022（2番人気）
複勝票数 計 717735 的中 � 103522（2番人気）� 72838（4番人気）� 52441（5番人気）
枠連票数 計 291388 的中 （3－4） 14934（6番人気）
馬連票数 計1336056 的中 �� 37231（9番人気）
馬単票数 計 592747 的中 �� 9164（15番人気）
ワイド票数 計 838507 的中 �� 25756（5番人気）�� 15886（15番人気）�� 10024（18番人気）
3連複票数 計1780829 的中 ��� 12661（35番人気）
3連単票数 計2384777 的中 ��� 3910（127番人気）

ハロンタイム 12．3―11．7―13．1―12．8―12．1―12．1―12．0―12．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．0―37．1―49．9―1：02．0―1：14．1―1：26．1―1：38．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ゴールデンブレイヴ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．1．31 東京1着

2013．2．9生 牡5栗 母 マチカネハナサソウ 母母 マチカネハツシマダ 9戦4勝 賞金 52，148，000円
〔競走中止〕 リアンヴェリテ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3301112月1日 晴 良 （30中山5）第1日 第11競走 ��
��3，600�第52回スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス（ＧⅡ）

発走15時25分 （芝・右・内2）
3歳以上；負担重量は，3歳54�4歳以上56�，牝馬2�減，29．12．2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，29．12．1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）

スポーツニッポン新聞社賞（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 994，000円 284，000円 142，000円 � コースレコード

中央レコード
3：41．6
3：41．6

良
良

711� リ ッ ジ マ ン 牡5鹿 56 蛯名 正義�辻牧場 庄野 靖志 浦河 辻 牧場 446－ 23：45．2 3．9�
712 アドマイヤエイカン 牡5鹿 56 田辺 裕信近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 508＋ 23：45．62	 4．1�
33 モンドインテロ 牡6鹿 56 W．ビュイック �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 490＋ 6 〃 クビ 4．9�

（英）

58 � マサハヤダイヤ 牡5栗 56 大野 拓弥中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 474－123：45．92 41．6�
814 ア ル タ ー 
6栗 56 石川裕紀人吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 520± 03：46．0クビ 75．6�

57 ララエクラテール 牡6鹿 56 戸崎 圭太フジイ興産	 今野 貞一 新冠 佐藤 信広 B430＋ 23：46．32 9．4

（法942）

34 コウキチョウサン 牡5鹿 56 北村 宏司	チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 462＋ 83：46．4クビ 10．5�
813 メドウラーク 牡7鹿 56 丸田 恭介吉田 勝己氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 488－ 2 〃 ハナ 26．4�
610 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 492＋ 83：46．82	 44．2
69 ネイチャーレット 牡5鹿 56 野中悠太郎井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 藤原牧場 470＋ 43：47．22	 182．3�
22 ヴ ォ ー ジ ュ 牡5青鹿56 丸山 元気杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 512± 03：47．62	 4．7�
46 カレンラストショー 牡6栗 56 内田 博幸鈴木 隆司氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 442－ 43：47．7	 26．8�
45 トウシンモンステラ 牡8黒鹿56 三浦 皇成	サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 480＋ 43：49．310 184．4�

（13頭）
11 ア ル バ ー ト 牡7栗 57 J．モレイラ林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

（伯刺）

売 得 金
単勝： 92，991，800円 複勝： 115，611，100円 枠連： 66，936，100円
馬連： 348，155，300円 馬単： 126，502，100円 ワイド： 169，936，200円
3連複： 509，378，700円 3連単： 712，465，800円 計： 2，141，977，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 140円 � 160円 枠 連（7－7） 730円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 320円 �� 460円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 5，760円

票 数

単勝票数 差引計 929918（返還計 17877） 的中 � 189304（1番人気）
複勝票数 差引計1156111（返還計 10145） 的中 � 208753（2番人気）� 219057（1番人気）� 176656（3番人気）
枠連票数 差引計 669361（返還計 10977） 的中 （7－7） 70143（3番人気）
馬連票数 差引計3481553（返還計 52346） 的中 �� 350786（1番人気）
馬単票数 差引計1265021（返還計 34139） 的中 �� 66208（1番人気）
ワイド票数 差引計1699362（返還計 31306） 的中 �� 141145（1番人気）�� 92293（6番人気）�� 97814（5番人気）
3連複票数 差引計5093787（返還計131472） 的中 ��� 256196（3番人気）
3連単票数 差引計7124658（返還計313779） 的中 ��� 89605（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．0―25．0―38．7―51．1―1：03．1―1：16．0―1：28．8―1：41．7―1：54．5―2：07．3―2：20．7―2：33．4

2，600� 2，800� 3，000� 3，200� 3，400�
―2：45．8―2：57．4―3：09．1―3：20．9―3：32．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�リ ッ ジ マ ン �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 Caerleon （3戦0勝 賞金 5，262，000円）

2013．5．25生 牡5鹿 母 アドマイヤモンロー 母母 Steady 19戦5勝 賞金 156，756，000円
地方デビュー 2015．6．25 門別

〔出走取消〕 アルバート号は，疾病〔右前肢跛行〕のため出走取消。
※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。

3301212月1日 晴 良 （30中山5）第1日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走16時00分 （芝・右・外）
1000万円以下；負担重量は，3歳56�4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
1：30．7
1：30．7

良
良

57 ライラックカラー 牡3黒鹿56 W．ビュイック 山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 千代田牧場 454－ 21：33．1 2．4�
（英）

69 アイスフィヨルド 牡3芦 56 三浦 皇成佐々木雄二氏 武藤 善則 浦河 浦河小林牧場 446－ 41：33．2� 4．2�
33 エルプシャフト 牡5青鹿57 J．モレイラ �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 454－ 4 〃 アタマ 4．6�

（伯刺）

812 アドマイヤシナイ 牡4鹿 57 田辺 裕信近藤 利一氏 上原 博之 洞	湖 レイクヴィラファーム 472＋ 61：33．3
 11．8�
711 サ ン ク ロ ワ 牡5栗 57 内田 博幸�G1レーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム B470＋ 21：33．4
 27．1	
813 ベストリゾート 牡4鹿 57 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 486＋ 21：33．61� 45．6

710 ド ウ デ ィ 牡4鹿 57 丸山 元気 e馬主組合 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 488－ 21：33．7クビ 44．6�
22 ペルソナリテ 牝5鹿 55 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 444＋ 21：33．8
 33．5�
56 トーホウアイレス 牝4青鹿55 蛯名 正義東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 480＋ 21：34．22� 28．5
11 ヴェアリアスサマー 牡7栗 57

54 ▲野中悠太郎小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 村中牧場 512＋121：34．4
 17．0�
44 インシュラー �4鹿 57 戸崎 圭太 �シルクレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 456＋ 2 〃 アタマ 12．3�
68 ピ ナ ク ル ズ �5黒鹿 57

54 ▲木幡 育也ライオンレースホース� 大江原 哲 むかわ 真壁 信一 B510－ 41：35．14 117．9�
45 ダイワドレッサー 牝5鹿 55 石川裕紀人大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 466－ 61：35．84 192．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 54，177，700円 複勝： 67，681，400円 枠連： 26，057，100円
馬連： 121，404，500円 馬単： 51，055，500円 ワイド： 74，375，500円
3連複： 157，420，900円 3連単： 215，628，400円 計： 767，801，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 130円 � 140円 枠 連（5－6） 500円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 210円 �� 260円 �� 400円

3 連 複 ��� 760円 3 連 単 ��� 2，680円

票 数

単勝票数 計 541777 的中 � 180395（1番人気）
複勝票数 計 676814 的中 � 168260（1番人気）� 131080（2番人気）� 109637（3番人気）
枠連票数 計 260571 的中 （5－6） 39903（1番人気）
馬連票数 計1214045 的中 �� 184984（1番人気）
馬単票数 計 510555 的中 �� 50172（1番人気）
ワイド票数 計 743755 的中 �� 96545（1番人気）�� 73027（2番人気）�� 41960（3番人気）
3連複票数 計1574209 的中 ��� 154637（1番人気）
3連単票数 計2156284 的中 ��� 58173（1番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―11．2―11．6―11．8―11．8―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．2―34．4―46．0―57．8―1：09．6―1：21．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F35．3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ライラックカラー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2018．2．18 東京1着

2015．2．23生 牡3黒鹿 母 ルルパンブルー 母母 ガトーショコラ 7戦3勝 賞金 34，856，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 ライラックカラー号の騎手W．ビュイックは，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：9番・12

番）
※出走取消馬 シャララ号（疾病〔左前肢跛行〕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。



（30中山5）第1日 12月1日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 177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

313，070，000円
25，110，000円
2，750，000円
37，600，000円
3，000，000円
75，481，500円
5，637，800円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
504，631，300円
639，872，100円
265，519，400円
1，145，085，700円
509，835，900円
709，787，900円
1，575，477，300円
2，125，780，600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
計 7，475，990，200円

総入場人員 24，291名 （有料入場人員 21，670名）
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