
3301312月2日 曇 良 （30中山5）第2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

612 ア マ デ ウ ス 牡2黒鹿55 大野 拓弥中西 純穂氏 久保田貴士 平取 川向高橋育
成牧場 454＋ 21：12．5 1．9�

816 アポロチーター 牡2栗 55 石川裕紀人アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか へいはた牧場 512＋ 2 〃 クビ 4．3�
713 ペイシャコリンナ 牝2黒鹿54 田中 勝春北所 直人氏 土田 稔 新冠 隆栄牧場 482－ 41：13．77 6．3�
815 シゲルアコヤガイ 牝2芦 54 勝浦 正樹森中 蕃氏 水野 貴広 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 430－121：13．8� 35．0�
714 サンロアノーク 牡2黒鹿55 西村 太一 �加藤ステーブル 新開 幸一 日高 株式会社

ケイズ 470＋ 41：13．9� 11．2�
23 シゲルモルガナイト 牡2青鹿55 柴田 大知森中 蕃氏 清水 英克 新ひだか 前田牧場 492＋121：14．53� 69．2	
48 オールドロマン 牝2芦 54

53 ☆木幡 巧也
リーヴァ 松永 康利 新ひだか 藤沢牧場 446＋ 41：14．6クビ 201．7�
59 ド ラ マ 牡2栗 55

53 △藤田菜七子馬目 卓氏 萱野 浩二 新ひだか 米田牧場 460－ 41：14．7� 121．8�
611 シゲルカイヤナイト 牝2鹿 54 蛯名 正義森中 蕃氏 中野 栄治 日高 本間牧場 412± 01：14．91� 70．1
12 トモジャナイト 牡2栗 55 丹内 祐次吉冨 学氏 加藤 和宏 新ひだか 畠山牧場 B500－ 81：15．0� 40．4�
47 タ ン レ イ 牝2芦 54 丸山 元気佐久間拓士氏 伊藤 大士 新ひだか 藤沢牧場 434－ 21：15．1� 13．1�
510 ユウユウリアン 牡2鹿 55

54 ☆木幡 初也谷口 祐人氏 小桧山 悟 新冠 オリエント牧場 422＋ 4 〃 ハナ 431．9�
36 バニラオーキッド 牡2鹿 55 伊藤 工真 
スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム B502－ 2 〃 アタマ 151．5�
24 コーリンベイダー 牡2黒鹿 55

53 △菊沢 一樹伊藤 恵介氏 柴田 政人 新ひだか 前谷 武志 478－ 21：15．42 234．4�
35 ダウラギリテソーロ 牡2鹿 55

52 ▲木幡 育也了德寺健二ホール
ディングス� 奥平 雅士 浦河 辻 牧場 476＋ 21：16．35 96．9�

11 クリノアマテラス 牝2黒鹿54 嶋田 純次栗本 守氏 星野 忍 青森 イズモリファーム 442＋141：17．36 283．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，308，100円 複勝： 60，316，800円 枠連： 12，083，300円
馬連： 52，269，900円 馬単： 30，315，600円 ワイド： 39，626，400円
3連複： 86，140，800円 3連単： 118，870，800円 計： 424，931，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 120円 � 130円 枠 連（6－8） 280円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 160円 �� 230円 �� 290円

3 連 複 ��� 460円 3 連 単 ��� 1，400円

票 数

単勝票数 計 253081 的中 � 108688（1番人気）
複勝票数 計 603168 的中 � 346912（1番人気）� 73041（2番人気）� 62093（3番人気）
枠連票数 計 120833 的中 （6－8） 32503（1番人気）
馬連票数 計 522699 的中 �� 112993（1番人気）
馬単票数 計 303156 的中 �� 44970（1番人気）
ワイド票数 計 396264 的中 �� 77175（1番人気）�� 41587（2番人気）�� 29077（3番人気）
3連複票数 計 861408 的中 ��� 140305（1番人気）
3連単票数 計1188708 的中 ��� 61412（1番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．8―12．8―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―34．3―47．1―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア マ デ ウ ス �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2018．6．17 東京2着

2016．3．6生 牡2黒鹿 母 ブライティアピア 母母 ダイタクピア 6戦1勝 賞金 15，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノアマテラス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年2月2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 シゲルブドウセキ号
（非抽選馬） 1頭 クリキンツバ号

3301412月2日 曇 良 （30中山5）第2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

612 マンボカリエンテ �2栗 55 津村 明秀橋元 勇氣氏 田中 博康 浦河 笠松牧場 488＋ 21：56．5 1．5�
816 マノアフォールズ 牡2鹿 55 北村 友一�KTレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 454－ 21：57．35 4．2�
35 コスモアニモーソ 牡2鹿 55 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 452＋ 21：57．4クビ 52．4�
510 スパーダネーラ 牡2青鹿55 北村 宏司畠山伊公子氏 畠山 吉宏 青森 有限会社

ラークヒルズ 430＋ 41：57．61� 17．9�
47 マイネルイヴィンス 牡2栗 55 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 506－ 21：58．02� 21．5	
713 ロ ネ ガ ン 牡2黒鹿55 丹内 祐次田島榮二郎氏 和田 雄二 日高 坂 牧場 518－ 21：58．85 57．6

36 エコロワンダー 牡2栗 55

52 ▲野中悠太郎原村 正紀氏 根本 康広 平取 川向高橋育
成牧場 484＋10 〃 ハナ 53．5�

815 ボーンインメイ 牝2青鹿54 丸山 元気 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 432－ 4 〃 アタマ 17．0�

48 オ レ ノ ソ ラ 牡2黒鹿55 菅原 隆一大久保與志雄氏 小野 次郎 日高 新井 昭二 464－ 2 〃 ハナ 135．8
714 エムアイグランツ 牡2黒鹿55 田中 勝春岩崎 充利氏 谷原 義明 日高 細川牧場 510± 01：58．9クビ 27．0�
11 ラインシャーロット 牝2黒鹿54 勝浦 正樹大澤 繁昌氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 454－ 21：59．0� 186．8�
611 マヤノハンパネー 牡2鹿 55

54 ☆木幡 巧也田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 478＋ 61：59．2� 132．3�
12 アンバラージュ 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 476－ 61：59．41� 27．7�
24 マイネルフィデス 牡2青 55

54 ☆木幡 初也 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田 雄二 新ひだか 萩澤 俊雄 462－ 41：59．5クビ 248．3�

23 ミラクルスクワート 牡2栗 55 江田 照男小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 北海道静内農業高等学校 466＋ 22：00．13� 296．8�
59 ジュラブスカイト 牡2栗 55

52 ▲木幡 育也髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 ディアレスト
クラブ B482＋ 82：00．52� 150．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，323，500円 複勝： 88，178，500円 枠連： 13，114，900円
馬連： 45，901，000円 馬単： 30，656，400円 ワイド： 32，972，000円
3連複： 66，735，000円 3連単： 104，347，300円 計： 404，228，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 120円 � 500円 枠 連（6－8） 170円

馬 連 �� 230円 馬 単 �� 290円

ワ イ ド �� 150円 �� 1，070円 �� 2，190円

3 連 複 ��� 3，300円 3 連 単 ��� 7，050円

票 数

単勝票数 計 223235 的中 � 117445（1番人気）
複勝票数 計 881785 的中 � 682489（1番人気）� 75329（2番人気）� 7282（9番人気）
枠連票数 計 131149 的中 （6－8） 58974（1番人気）
馬連票数 計 459010 的中 �� 153159（1番人気）
馬単票数 計 306564 的中 �� 77912（1番人気）
ワイド票数 計 329720 的中 �� 76865（1番人気）�� 6292（14番人気）�� 2977（22番人気）
3連複票数 計 667350 的中 ��� 15155（7番人気）
3連単票数 計1043473 的中 ��� 10723（16番人気）

ハロンタイム 12．8―12．5―13．6―13．5―12．9―13．1―13．1―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．3―38．9―52．4―1：05．3―1：18．4―1：31．5―1：43．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マンボカリエンテ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ディープスカイ デビュー 2018．7．15 福島4着

2016．3．13生 �2栗 母 ニュアージュドール 母母 ゴールドレリック 3戦1勝 賞金 8，100，000円

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２日



3301512月2日 曇 良 （30中山5）第2日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時45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
1：07．8
1：07．8

良
良

611 ヤマチョウヴォイス 牡2黒鹿55 石川裕紀人長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 444＋ 21：09．5 4．4�
510 ニシノドレッシー 牝2鹿 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 的場 均 日高 日西牧場 428＋ 2 〃 クビ 29．0�
23 � チ ル ノ 牝2芦 54 伊藤 工真�レッドマジック金成 貴史 英 Ecurie La

Vallee Martigny 424＋ 21：09．6クビ 9．4�
816 ウィローグラウス 牝2鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 440＋20 〃 アタマ 62．4�
35 � マ ノ ラ ム 牝2黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎岡田 牧雄氏 池上 昌和 米
Tooth and Kent, Inc,
Elise Handler & Mat-
thew Schering

402＋ 41：09．7� 27．0�
47 ピュアヒカリ 牡2鹿 55 北村 友一鶴見 芳子氏 竹内 正洋 新冠 村上 欽哉 442＋ 61：09．8	 5．8	
24 リュウグウヒメ 牝2鹿 54

52 △藤田菜七子深澤 朝房氏 武井 亮 新ひだか 折手牧場 438＋ 2 〃 クビ 6．2

612 チェインドレディー 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ブルースターズファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 408－ 21：09．9クビ 15．0�
48 シ ャ ウ エ ン 牝2青鹿54 大野 拓弥�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 猿橋 義昭 468± 0 〃 ハナ 5．3
815 ナムラガンマン 牡2栗 55 丸山 元気奈村 信重氏 谷原 義明 様似 林 時春 478＋ 6 〃 アタマ 29．9�
11 � フルオブドリームズ 牝2黒鹿54 田辺 裕信岡田 牧雄氏 高木 登 愛 Racing

Trend Srl 436± 01：10．11 8．0�
713 サプライズレター 牝2黒鹿54 嶋田 純次熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 408＋ 21：10．31
 139．1�
36 イデアノオモイ 牝2鹿 54 蛯名 正義益田 修一氏 柄崎 孝 新ひだか 西川富岡牧場 426－ 41：10．51
 203．1�
714 ネ ロ ー ネ 牡2鹿 55 丸田 恭介門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか フジワラフアーム 446＋261：10．6� 271．4�
59 ナツノトビラ 牝2鹿 54

51 ▲木幡 育也堀口 晴男氏 杉浦 宏昭 日高 日西牧場 438＋121：10．81
 293．5�
12 ケンブリッジウィズ 牝2栗 54

52 △菊沢 一樹中西 宏彰氏 石栗 龍彦 浦河 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 420－101：11．65 371．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，986，000円 複勝： 45，191，700円 枠連： 19，510，000円
馬連： 67，228，100円 馬単： 28，967，100円 ワイド： 44，743，300円
3連複： 94，549，600円 3連単： 103，748，300円 計： 434，924，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 650円 � 280円 枠 連（5－6） 4，480円

馬 連 �� 6，870円 馬 単 �� 10，530円

ワ イ ド �� 1，880円 �� 740円 �� 2，690円

3 連 複 ��� 15，270円 3 連 単 ��� 81，660円

票 数

単勝票数 計 309860 的中 � 58682（1番人気）
複勝票数 計 451917 的中 � 88798（1番人気）� 14293（9番人気）� 39483（6番人気）
枠連票数 計 195100 的中 （5－6） 3369（17番人気）
馬連票数 計 672281 的中 �� 7578（28番人気）
馬単票数 計 289671 的中 �� 2063（47番人気）
ワイド票数 計 447433 的中 �� 6018（27番人気）�� 16336（6番人気）�� 4161（33番人気）
3連複票数 計 945496 的中 ��� 4641（52番人気）
3連単票数 計1037483 的中 ��� 921（298番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．0―11．8―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．6―45．4―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマチョウヴォイス �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2018．6．16 函館4着

2016．3．11生 牡2黒鹿 母 セイカパンジー 母母 シンユーリード 5戦1勝 賞金 9，050，000円
〔制裁〕 ネローネ号の調教師和田雄二は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000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 エスプランデル号

3301612月2日 曇 良 （30中山5）第2日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走11時15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
1：46．4
1：45．6

良
良

11 � ヴィエナブロー 牝2黒鹿 54
52 △藤田菜七子吉田 千津氏 林 徹 仏 Mr Hubert

Mazeaud 444＋ 21：48．6 24．0�
59 セ リ ユ ー ズ 牝2鹿 54 W．ビュイック �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 506＋141：49．13 1．5�

（英）

713 エヌワイパフューム 牝2鹿 54 津村 明秀サンアンドコム 武井 亮 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 508＋ 4 〃 ハナ 25．0�

510 コスモリミックス 牡2青 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 剛 浦河 酒井牧場 446＋ 21：49．31� 79．3�
816 マイネルペンドラム 牡2栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 466± 0 〃 クビ 20．1	
815 コスモミローディア 牡2黒鹿55 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 清水 英克 日高 道見牧場 458－ 2 〃 アタマ 120．9

714 トーセンオリンピア 牡2鹿 55 田辺 裕信島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 496＋ 21：49．72	 5．3�
48 コトブキスフェール 牝2鹿 54 伊藤 工真尾上 松壽氏 金成 貴史 新ひだか 下屋敷牧場 424± 01：49．91� 276．3
612 リ ゼ ブ ル ー 牝2芦 54

51 ▲木幡 育也飯田 訓大氏 松山 将樹 浦河 赤田牧場 480－ 21：50．11� 60．9�
36 ストロングガルム 牡2鹿 55 大野 拓弥村木 篤氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 450－ 21：50．41
 19．2�
611 ラッキーアモン 牡2黒鹿55 北村 宏司平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 488＋ 41：50．5	 7．5�
23 ラブイズブラインド 牝2鹿 54 蛯名 正義 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 浦河 辻 牧場 476± 01：50．6	 52．3�
12 ワンダーヴァレッタ 牡2栗 55 柴田 善臣山口 正行氏 中野 栄治 新冠 村上牧場 446± 01：50．7	 160．9�
24 ニシノビアンカ 牝2芦 54 江田 照男西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか ヒサイファーム 454＋ 4 〃 クビ 187．0�
35 ストロングジェット 牡2鹿 55

54 ☆木幡 巧也 �コスモヴューファーム 伊藤 伸一 むかわ 真壁 信一 398－ 61：51．02 578．1�
47 バースデーバッシュ 牝2栗 54

51 ▲野中悠太郎田頭 勇貴氏 清水 英克 浦河 笹地牧場 430＋ 21：51．63	 677．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，896，300円 複勝： 63，098，800円 枠連： 14，632，900円
馬連： 57，306，800円 馬単： 36，225，800円 ワイド： 45，722，700円
3連複： 78，838，500円 3連単： 124，499，800円 計： 455，221，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，400円 複 勝 � 410円 � 110円 � 390円 枠 連（1－5） 1，130円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 4，520円

ワ イ ド �� 690円 �� 4，750円 �� 700円

3 連 複 ��� 6，630円 3 連 単 ��� 64，060円

票 数

単勝票数 計 348963 的中 � 12318（6番人気）
複勝票数 計 630988 的中 � 19531（7番人気）� 348552（1番人気）� 20395（6番人気）
枠連票数 計 146329 的中 （1－5） 10013（5番人気）
馬連票数 計 573068 的中 �� 32206（5番人気）
馬単票数 計 362258 的中 �� 5998（14番人気）
ワイド票数 計 457227 的中 �� 17672（6番人気）�� 2322（35番人気）�� 17244（7番人気）
3連複票数 計 788385 的中 ��� 8905（19番人気）
3連単票数 計1244998 的中 ��� 1409（160番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―11．5―11．9―12．3―12．3―12．3―12．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―35．8―47．7―1：00．0―1：12．3―1：24．6―1：36．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ヴィエナブロー �
�
父 Camelot �

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2018．10．7 東京7着

2016．2．7生 牝2黒鹿 母 Danish Delight 母母 Premiere Creation 2戦1勝 賞金 5，000，000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。



3301712月2日 曇 良 （30中山5）第2日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時05分 （ダート・右）
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
1：52．7
1：50．9

良
不良

59 デアフルーグ 牡2鹿 55 津村 明秀西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 498 ―1：54．7 3．7�
48 アラゴネーゼ 牝2芦 54 W．ビュイック �G1レーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 472 ―1：56．29 3．7�

（英）

12 カーブドシール 牡2鹿 55 江田 照男�ノースヒルズ 浜田多実雄 新冠 株式会社
ノースヒルズ 494 ―1：56．3� 13．4�

714 ネオレインボウ 牡2鹿 55 田辺 裕信西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 496 ―1：56．93� 15．8�
23 トキメキクルー 牡2鹿 55 柴田 善臣片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 水上 習孝 474 ―1：57．0� 101．2�
47 キースペシャル 牡2栗 55 嘉藤 貴行北前孔一郎氏 青木 孝文 新冠 中本牧場 464 ―1：57．1� 53．1	
816 サ リ ー 牝2鹿 54 丸田 恭介石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 486 ―1：57．52� 50．0

35 ア ー カ ー ト 牡2鹿 55 田中 勝春杉浦 和也氏 宗像 義忠 様似 澤井 義一 460 ―1：57．81� 186．7�
713 ローリエテソーロ 牡2栗 55

54 ☆木幡 巧也了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 浦河 辻 牧場 526 ― 〃 ハナ 18．9�

36 グラスプレシャス 牝2青鹿 54
51 ▲木幡 育也半沢 松山 将樹 安平 ノーザンファーム 476 ―1：58．01� 62．1�

815	 トーキョーサバク 牡2栗 55 大野 拓弥原 
子氏 安田 翔伍 米 The Robert & Bev-
erly Lewis Trust 480 ―1：58．1クビ 5．5�

510 リワードノルン 牝2黒鹿54 勝浦 正樹宮﨑 冴子氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社
リワード 470 ―1：58．41� 16．5�

11 サンウェーコ 牡2鹿 55 丸山 元気 �加藤ステーブル 根本 康広 日高 ノースガーデン 476 ―1：59．67 64．8�
612 ヨコスカダンディー 牡2栗 55 丹内 祐次 高木競走馬育成牧場 清水 英克 新冠 浜口牧場 458 ―1：59．81� 227．8�
611 サンニューヨーカー 牡2黒鹿55 北村 友一 �加藤ステーブル 斎藤 誠 浦河 栄進牧場 558 ―2：01．07 9．7�
24 ラ ー ニ ア 牝2鹿 54

52 △藤田菜七子北駿競走馬組合 和田 雄二 新ひだか 折手牧場 476 ―2：09．3大差 48．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，778，200円 複勝： 38，311，200円 枠連： 16，709，200円
馬連： 57，881，700円 馬単： 27，427，700円 ワイド： 41，448，000円
3連複： 75，916，900円 3連単： 89，813，500円 計： 381，286，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 150円 � 280円 枠 連（4－5） 590円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 370円 �� 720円 �� 870円

3 連 複 ��� 2，390円 3 連 単 ��� 9，520円

票 数

単勝票数 計 337782 的中 � 77008（1番人気）
複勝票数 計 383112 的中 � 83935（1番人気）� 70569（2番人気）� 25800（5番人気）
枠連票数 計 167092 的中 （4－5） 21617（1番人気）
馬連票数 計 578817 的中 �� 57051（1番人気）
馬単票数 計 274277 的中 �� 13270（1番人気）
ワイド票数 計 414480 的中 �� 31361（1番人気）�� 14290（5番人気）�� 11513（10番人気）
3連複票数 計 759169 的中 ��� 23772（3番人気）
3連単票数 計 898135 的中 ��� 6837（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．1―38．2―51．6―1：04．0―1：16．2―1：29．1―1：42．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F38．5
1
3

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

勝馬の
紹 介

デアフルーグ �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2016．5．2生 牡2鹿 母 パイクーニャン 母母 パ イ ア ン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンニューヨーカー号・ラーニア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年1月

2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） 5頭 アストロゲート号・ジェイケイブラック号・シゲルグリンダイヤ号・ジョイナイト号・マイネルリガス号
※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。

3301812月2日 曇 良 （30中山5）第2日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走12時35分 （芝・右）
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
1：59．6
1：59．6

良
良

79 シェドゥーヴル 牡2鹿 55 W．ビュイック �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 490 ―2：03．9 2．1�
（英）

66 カミノシルヴィ 牝2鹿 54 西田雄一郎村上 正喜氏 浅野洋一郎 青森 ワールドファーム 446 ―2：04．11� 288．6�
78 エコロドリーム 牡2栗 55

54 ☆木幡 巧也原村 正紀氏 岩戸 孝樹 浦河 赤田牧場 470 ―2：04．2� 59．1�
33 ゴールドフレーム 牡2栗 55 大野 拓弥外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 476 ―2：04．41� 2．7�
67 ジュンサンム 牝2鹿 54 津村 明秀河合 純二氏 田中 博康 安平 ノーザンファーム 468 ―2：04．5� 8．2�
810 レ オ 牡2芦 55 北村 宏司ニッシンレーシング 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 536 ―2：04．6クビ 12．6	
22 ロジフェーヴル 牡2栗 55 丸山 元気久米田正明氏 萩原 清 安平 追分ファーム 458 ― 〃 クビ 19．7

11 マヤノハルモニア 牝2鹿 54

52 △藤田菜七子田所 英子氏 尾形 和幸 日高 天羽牧場 404 ―2：05．23	 18．7�
811 サングリーンベイ 牡2栗 55 村田 一誠 �加藤ステーブル 藤原 辰雄 新冠 サンローゼン 486 ― 〃 アタマ 114．3
44 シュブリーム 牡2黒鹿55 嘉藤 貴行栗坂 崇氏 大和田 成 浦河 中神牧場 456 ―2：05．3	 61．5�
55 ラッポルティ 牝2黒鹿54 石川裕紀人德増 栄治氏 栗田 徹 日高 クラウン日高牧場 500 ―2：05．93	 64．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 38，183，300円 複勝： 30，653，800円 枠連： 9，429，100円
馬連： 53，728，200円 馬単： 30，920，700円 ワイド： 32，126，800円
3連複： 62，044，900円 3連単： 107，851，200円 計： 364，938，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 3，340円 � 750円 枠 連（6－7） 820円

馬 連 �� 28，380円 馬 単 �� 32，380円

ワ イ ド �� 9，660円 �� 1，590円 �� 26，220円

3 連 複 ��� 129，620円 3 連 単 ��� 759，140円

票 数

単勝票数 計 381833 的中 � 147478（1番人気）
複勝票数 計 306538 的中 � 82568（1番人気）� 1748（11番人気）� 8402（7番人気）
枠連票数 計 94291 的中 （6－7） 8856（3番人気）
馬連票数 計 537282 的中 �� 1467（33番人気）
馬単票数 計 309207 的中 �� 716（49番人気）
ワイド票数 計 321268 的中 �� 848（43番人気）�� 5367（16番人気）�� 311（51番人気）
3連複票数 計 620449 的中 ��� 359（110番人気）
3連単票数 計1078512 的中 ��� 103（583番人気）

ハロンタイム 13．0―12．0―13．1―13．2―12．9―11．7―11．9―12．0―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―25．0―38．1―51．3―1：04．2―1：15．9―1：27．8―1：39．8―1：51．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．1
1
3
・（3，5）8（2，4）9，6，7，10（1，11）・（3，9）8，5（2，4）（6，7）－10－（1，11）

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

勝馬の
紹 介

シェドゥーヴル �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Canadian Frontier 初出走

2016．2．19生 牡2鹿 母 ヒルダズパッション 母母 Executricker 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 レオ号は，枠入り不良。

シェドゥーヴル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 カミノシルヴィ号の騎手西田雄一郎は，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10，000円。（被害馬：7番）

シェドゥーヴル号の騎手W．ビュイックは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
〔調教再審査〕 シェドゥーヴル号は，発走調教再審査。

シェドゥーヴル号は，最後の直線コースで外側に逃避したことについて平地調教再審査。
※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。



3301912月2日 曇 良 （30中山5）第2日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走13時05分 （ダート・右）
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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

713 ショウナンガナドル 牡2黒鹿55 大野 拓弥国本 哲秀氏 和田 勇介 浦河 谷川牧場 466＋ 41：11．6 3．6�
36 ニシノコトダマ 牡2栗 55 津村 明秀西山 茂行氏 手塚 貴久 浦河 ガーベラパー

クスタツド 506＋ 61：11．92 27．9�
611� ロンドンテソーロ 牡2栗 55 北村 宏司了德寺健二ホール

ディングス� 武井 亮 愛 Roundhill Stud &
J. S. Investments 484＋ 21：12．11 4．9�

47 キタノオドリコ 牝2鹿 54 石川裕紀人河内 孝夫氏 相沢 郁 日高 増尾牧場 490＋ 41：12．2� 5．6�
816 ニシノフルバンク 牡2栗 55 丸山 元気西山 茂行氏 伊藤 圭三 新ひだか 藤巻 則弘 B490＋ 21：12．3	 44．0�
714 エコロディアマンテ 牡2鹿 55

54 ☆木幡 巧也原村 正紀氏 岩戸 孝樹 えりも 能登 浩 478± 0 〃 ハナ 14．8	
612 ア ン ビ ル 牡2黒鹿55 北村 友一
菅井牧場 竹内 正洋 新ひだか 平野牧場 478＋121：12．4� 17．4�
510 サーストンバーラム 牡2栗 55

53 △菊沢 一樹齊藤 宣勝氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 456＋ 61：12．5クビ 15．5�
11 モリノカワセミ 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎森 和久氏 大江原 哲 日高 森永牧場 456＋ 4 〃 ハナ 11．0
12 キチロクタービン 牡2栗 55 嘉藤 貴行山本 正美氏 清水 英克 むかわ 桑原牧場 458－ 41：12．6	 279．2�
59 ハンサムリー 牡2鹿 55

53 △藤田菜七子ニットー商事� 金成 貴史 新冠 斉藤 安行 456＋ 21：12．7	 6．3�
23 スマートサヴァラン 牡2鹿 55 丹内 祐次大川 徹氏 古賀 史生 新ひだか タツヤファーム 452＋ 41：12．91	 292．2�
48 エ ル ピ ド 牡2青鹿55 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 458＋ 81：13．0クビ 75．7�
815
 リンノティアラ 牝2栗 54 田中 勝春助川 啓一氏 中野 栄治 浦河 ガーベラパー

クスタツド 420－ 21：13．32 215．2�
35 テンモントム 牡2鹿 55

52 ▲木幡 育也 
スピードファーム加藤 和宏 新ひだか 小野 秀治 B446＋ 21：14．25 142．8�
24 ラバストーン 牡2鹿 55 江田 照男田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 杵臼牧場 454± 01：14．73 189．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，131，700円 複勝： 52，850，300円 枠連： 20，582，200円
馬連： 79，003，700円 馬単： 33，753，200円 ワイド： 52，347，700円
3連複： 106，336，600円 3連単： 119，712，600円 計： 505，718，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 570円 � 180円 枠 連（3－7） 3，270円

馬 連 �� 4，400円 馬 単 �� 6，670円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 350円 �� 1，890円

3 連 複 ��� 6，070円 3 連 単 ��� 37，260円

票 数

単勝票数 計 411317 的中 � 94589（1番人気）
複勝票数 計 528503 的中 � 106043（1番人気）� 17488（9番人気）� 79603（2番人気）
枠連票数 計 205822 的中 （3－7） 4875（12番人気）
馬連票数 計 790037 的中 �� 13903（20番人気）
馬単票数 計 337532 的中 �� 3794（28番人気）
ワイド票数 計 523477 的中 �� 10400（18番人気）�� 43098（1番人気）�� 6596（28番人気）
3連複票数 計1063366 的中 ��� 13137（17番人気）
3連単票数 計1197126 的中 ��� 2329（121番人気）

ハロンタイム 11．7―10．3―11．3―12．3―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．0―33．3―45．6―58．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．6―3F38．3
3 16（10，14）（9，11）（1，12，13）（5，6，15）（4，2，8，7）3 4 ・（16，10）14（9，11）13（1，12，6）15（2，8，7）5，3，4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ショウナンガナドル �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 Moon Rocket デビュー 2018．6．17 東京5着

2016．4．1生 牡2黒鹿 母 ロックトニック 母母 A Thousand Drinks 6戦2勝 賞金 17，452，000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 ジョウラン号・ルメッサージュ号

3302012月2日 曇 良 （30中山5）第2日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走13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
1：08．7
1：08．7

重
重

24 グッドヒューマー 牡4栗 57 宮崎 北斗ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 武田牧場 492＋ 21：10．8 7．4�
612 ダノンチャンス �4鹿 57 津村 明秀�ダノックス 田中 博康 日高 下河辺牧場 502＋161：11．12 6．6�
611 ガ チ コ 牝4鹿 55

52 ▲木幡 育也�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 470＋ 61：11．42 5．7�
59 	 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 470＋ 6 〃 アタマ 142．0�
47 
 サ リ ネ ロ 牝4黒鹿55 丸山 元気吉田 和美氏 中川 公成 米

Gaines－Gentry TBs, John
Hardy, Olin Gentry, Jude
Thompson & Thomas Gaine

B508＋ 21：11．5� 13．3	
713 アースビヨンド 牡3黒鹿56 北村 宏司前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 チャンピオン

ズファーム 516＋10 〃 ハナ 18．1

36 
 アースコレクション 牡5鹿 57 石川裕紀人 �グリーンファーム尾関 知人 米

Nancy L. Terhune, Ern-
est Frohboese & The Un-
bridled’s Song Syndicate

530＋10 〃 アタマ 27．7�
12 	 ユアザスター 牡5鹿 57

56 ☆木幡 巧也西村 專次氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B502± 01：11．6クビ 115．6�
11 アメリカンツイスト 牡3鹿 56 大野 拓弥 �グリーンファーム中舘 英二 千歳 社台ファーム 476＋ 21：11．81� 7．0
815 リチュアルローズ 牝5鹿 55 田辺 裕信 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム 486＋14 〃 クビ 4．7�
714 ナリノメジャー 牝4栗 55 勝浦 正樹成塚 清志氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 41：12．22� 15．3�
816 ミッキーワイン 牡4鹿 57

55 △菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム B500＋121：12．3� 7．1�
48 キモンプリンス 牡3芦 56

54 △藤田菜七子小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 西村 和夫 466± 0 〃 ハナ 64．9�
35 マルブツインパルス 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎大澤 利久氏 杉浦 宏昭 浦河 岡本牧場 412± 0 〃 ハナ 491．5�
23 	 シチテンハッキ 牝4鹿 55 丹内 祐次 H.F Association 高橋 祥泰 新ひだか 大典牧場 466＋ 41：12．4 504．8�
510 ウ メ タ ロ ウ 牡3黒鹿56 江田 照男�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 502＋ 41：12．61� 30．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，818，300円 複勝： 62，752，200円 枠連： 27，336，000円
馬連： 93，212，800円 馬単： 37，669，800円 ワイド： 64，189，800円
3連複： 124，208，400円 3連単： 139，584，900円 計： 588，772，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 230円 � 240円 � 200円 枠 連（2－6） 1，390円

馬 連 �� 2，810円 馬 単 �� 6，120円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 880円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 7，020円 3 連 単 ��� 42，820円

票 数

単勝票数 計 398183 的中 � 42523（6番人気）
複勝票数 計 627522 的中 � 67881（4番人気）� 65794（5番人気）� 87864（2番人気）
枠連票数 計 273360 的中 （2－6） 15204（6番人気）
馬連票数 計 932128 的中 �� 25625（14番人気）
馬単票数 計 376698 的中 �� 4613（29番人気）
ワイド票数 計 641898 的中 �� 14356（16番人気）�� 19012（7番人気）�� 16394（11番人気）
3連複票数 計1242084 的中 ��� 13264（22番人気）
3連単票数 計1395849 的中 ��� 2363（146番人気）

ハロンタイム 11．5―10．5―11．7―12．0―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．5―22．0―33．7―45．7―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グッドヒューマー �
�
父 ローエングリン �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2016．10．10 東京1着

2014．5．15生 牡4栗 母 ベ ネ ラ 母母 ダーケストスター 14戦3勝 賞金 41，976，000円
〔その他〕 ミッキーワイン号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ミッキーワイン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成31年2月2日まで出走できない。



3302112月2日 曇 良 （30中山5）第2日 第9競走 ��
��1，800�チ バ テ レ 杯

発走14時05分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

チバテレ杯（1着）
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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

814 ネ コ ワ シ 牡3鹿 56 丸山 元気桐谷 茂氏 星野 忍 新冠 高瀬牧場 504－ 21：53．3 11．1�
47 ポルトドレーヴ �5鹿 57 津村 明秀村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B468－ 21：53．61	 40．3�
712
 トーホウリーガル 牡5青鹿57 勝浦 正樹東豊物産� 古賀 史生 日高 竹島 幸治 526＋ 61：54．02� 207．6�
713 キャベンディッシュ 牡3栗 56 野中悠太郎本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 492＋ 4 〃 ハナ 15．3�
46 ベバスカーン 牡5鹿 57 武士沢友治千明牧場 勢司 和浩 浦河 田中スタッド 558＋101：54．21 22．4�
59 ボールドアテンプト 牝5黒鹿55 北村 宏司�G1レーシング 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 2 〃 アタマ 30．7	
11 マイネルサリューエ 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 秋田牧場 502± 01：54．41� 7．0

58 アンプラグド �7芦 57 石川裕紀人諸江 幸祐氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 504＋ 6 〃 ハナ 117．7�
35 リパーカッション 牡4鹿 57 木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 浦河 杵臼牧場 532＋ 4 〃 アタマ 27．1�
23 エピックアン 牡3芦 56 W．ビュイック TURFレーシング 大和田 成 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 502＋141：54．5クビ 3．3
（英）

610 パレスハングリー 牝4黒鹿55 田中 勝春西村 豊氏 大江原 哲 新ひだか カタオカフアーム 480＋ 8 〃 クビ 9．6�
22 コスモロブロイ 牡3青鹿56 丹内 祐次岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 新冠 富本 茂喜 B532＋101：54．81� 13．8�
611 ボーントゥレイン 牡5鹿 57 伊藤 工真窪田 康志氏 中舘 英二 浦河 谷川牧場 518－ 41：54．9� 193．6�
815 ワカミヤオウジ 牡3青 56 田辺 裕信芳川 貴行氏 栗田 徹 新冠 スカイビーチステーブル 498＋141：55．32� 3．7�
34 アスタリスク 牡5鹿 57 大野 拓弥石川 達絵氏 奥村 武 新ひだか 山際 智 478＋ 21：55．61	 17．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 39，146，800円 複勝： 58，539，800円 枠連： 28，615，000円
馬連： 106，916，100円 馬単： 42，702，900円 ワイド： 66，875，200円
3連複： 154，587，900円 3連単： 175，619，900円 計： 673，003，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 340円 � 1，050円 � 2，830円 枠 連（4－8） 2，520円

馬 連 �� 23，490円 馬 単 �� 40，690円

ワ イ ド �� 4，410円 �� 15，660円 �� 29，810円

3 連 複 ��� 395，700円 3 連 単 ��� 2，709，030円

票 数

単勝票数 計 391468 的中 � 28065（5番人気）
複勝票数 計 585398 的中 � 51740（4番人気）� 14104（12番人気）� 4982（13番人気）
枠連票数 計 286150 的中 （4－8） 8766（11番人気）
馬連票数 計1069161 的中 �� 3526（59番人気）
馬単票数 計 427029 的中 �� 787（110番人気）
ワイド票数 計 668752 的中 �� 3945（51番人気）�� 1099（83番人気）�� 576（95番人気）
3連複票数 計1545879 的中 ��� 293（361番人気）
3連単票数 計1756199 的中 ��� 47（2285番人気）

ハロンタイム 13．0―12．2―13．4―13．3―12．4―11．8―11．9―12．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．2―38．6―51．9―1：04．3―1：16．1―1：28．0―1：40．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ネ コ ワ シ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．11．25 東京7着

2015．3．8生 牡3鹿 母 ヤマノボンディール 母母 ロ ジ ー タ 13戦3勝 賞金 34，564，000円
〔制裁〕 エピックアン号の騎手W．ビュイックは，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：15番・10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。

3302212月2日 曇 良 （30中山5）第2日 第10競走 ��
��1，600�

いちかわ

市川ステークス
発走14時40分 （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

市川市長賞（1着）
賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 910，000
910，000

円
円

付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード
中央レコード

1：30．7
1：30．7

良
良

711 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 498＋ 21：32．5 12．1�
45 アンブロジオ 牡3栗 56 W．ビュイック �シルクレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋12 〃 ハナ 5．2�
（英）

33 チャンピオンルパン 牡7鹿 57 津村 明秀坪野谷和平氏 勢司 和浩 新冠 榊原 光子 502＋ 61：32．71	 40．1�
56 ウインフェニックス 牡7鹿 57 柴田 大知�ウイン 奥平 雅士 平取 船越 伸也 486＋ 41：32．8
 8．4�
68 エ ス タ ー テ 牝3鹿 54 野中悠太郎グリーンスウォード伊藤 伸一 新冠 長浜牧場 424± 0 〃 クビ 33．1	
69 トミケンキルカス 牡6栗 57 丸山 元気冨樫 賢二氏 大和田 成 新ひだか 飯岡牧場 B512＋ 2 〃 同着 18．8

11 ショウナンライズ 牡5栗 57 石川裕紀人国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 476＋ 81：33．01	 7．4�
813 ヴ ェ ネ ト 牡6鹿 57 北村 友一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋101：33．1クビ 9．0�
812 インビジブルレイズ 牡4鹿 57 田辺 裕信 �シルクレーシング 吉村 圭司 浦河 アイオイファーム 468＋101：33．2
 7．7
44 マイネルメリエンダ 牡7栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 平取 高橋 幸男 504＋ 61：33．3
 188．5�
710 シャルルマーニュ 牡3鹿 56 北村 宏司 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 494± 0 〃 ハナ 2．7�
57 ウエスタンメルシー 牝7鹿 55 武士沢友治西川 賢氏 奥村 武 新ひだか ウエスタンファーム 462＋ 61：33．83 242．0�
22 ライブリシュネル 牡8鹿 57 藤田菜七子加藤 哲郎氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 81：34．54 149．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 50，472，500円 複勝： 76，337，100円 枠連： 30，422，100円
馬連： 138，271，600円 馬単： 57，323，600円 ワイド： 76，502，300円
3連複： 179，511，000円 3連単： 236，560，200円 計： 845，400，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 310円 � 190円 � 610円 枠 連（4－7） 710円

馬 連 �� 3，470円 馬 単 �� 8，200円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 2，890円 �� 2，280円

3 連 複 ��� 23，650円 3 連 単 ��� 124，910円

票 数

単勝票数 計 504725 的中 � 33131（7番人気）
複勝票数 計 763371 的中 � 60888（7番人気）� 130880（2番人気）� 26902（9番人気）
枠連票数 計 304221 的中 （4－7） 33021（2番人気）
馬連票数 計1382716 的中 �� 30804（17番人気）
馬単票数 計 573236 的中 �� 5243（41番人気）
ワイド票数 計 765023 的中 �� 15815（19番人気）�� 6727（37番人気）�� 8597（28番人気）
3連複票数 計1795110 的中 ��� 5691（78番人気）
3連単票数 計2365602 的中 ��� 1373（398番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―11．4―11．1―11．2―11．4―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．6―35．0―46．1―57．3―1：08．7―1：20．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

キャプテンペリー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2015．7．11 福島1着

2013．4．15生 �5栗 母 メイグレイス 母母 サンシャインステラ 25戦5勝 賞金 88，003，000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。



3302312月2日 曇 良 （30中山5）第2日 第11競走 ��
��1，200�ラピスラズリステークス

発走15時20分 （芝・右・外）
3歳以上；負担重量は，日本馬：3歳55�4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，�：3歳55�4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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

44 ダイメイフジ 牡4鹿 56 北村 宏司宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 508－101：08．1 8．0�
811	 モズスーパーフレア 牝3栗 53 北村 友一 �キャピタル・システム 音無 秀孝 米 Alpha Delta

Stables, LLC 480＋12 〃 クビ 1．8�
33 	 リョーノテソーロ 牡3鹿 55 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 武井 亮 米 Highland
Yard, LLC B510＋ 21：08．31
 13．7�

55 シ ュ ウ ジ 牡5鹿 58 W．ビュイック 安原 浩司氏 須貝 尚介 日高 浜本牧場 500－ 2 〃 ハナ 6．7�
（英）

66 レジーナフォルテ 牝4黒鹿54 杉原 誠人永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 平取 中川 隆 500± 0 〃 ハナ 11．4�
22 カラクレナイ 牝4栗 54 田辺 裕信吉田 照哉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 500± 0 〃 ハナ 5．7	
810 オールインワン 牡5鹿 56 大野 拓弥 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 浦河 笹島 政信 B488－ 21：08．4� 56．8

11 コスモドーム 牡7鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 500－ 21：08．71� 108．3�
79 タマモブリリアン 牝5黒鹿55 津村 明秀タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 472－101：08．8� 29．6
78  クリノハッチャン 牝7鹿 54 蛯名 正義栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 472－ 21：09．22� 186．9�
67 ミキノドラマー 牡5鹿 56 菊沢 一樹谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 492± 01：09．3� 48．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 78，902，200円 複勝： 83，909，200円 枠連： 33，823，500円
馬連： 211，369，600円 馬単： 110，472，400円 ワイド： 101，734，600円
3連複： 266，257，600円 3連単： 538，385，000円 計： 1，424，854，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 190円 � 110円 � 240円 枠 連（4－8） 740円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，030円 �� 440円

3 連 複 ��� 2，150円 3 連 単 ��� 15，820円

票 数

単勝票数 計 789022 的中 � 78722（4番人気）
複勝票数 計 839092 的中 � 85585（4番人気）� 327742（1番人気）� 57961（6番人気）
枠連票数 計 338235 的中 （4－8） 35411（4番人気）
馬連票数 計2113696 的中 �� 222517（3番人気）
馬単票数 計1104724 的中 �� 41674（8番人気）
ワイド票数 計1017346 的中 �� 82245（3番人気）�� 22900（14番人気）�� 59597（5番人気）
3連複票数 計2662576 的中 ��� 92571（8番人気）
3連単票数 計5383850 的中 ��� 24662（52番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．4―11．6―11．0―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．0―45．6―56．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F34．1
3 ・（11，10）（6，9）（4，5）8（1，3）7，2 4 ・（11，10）（6，9）（4，5）（1，3，8）（2，7）

勝馬の
紹 介

ダイメイフジ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．11．20 京都2着

2014．3．27生 牡4鹿 母 ダイメイダーク 母母 スノーペトレル 21戦6勝 賞金 140，441，000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。

3302412月2日 曇 良 （30中山5）第2日 第12競走 ��
��2，500�サラブレッド系3歳以上

発走16時00分 （芝・右）
1000万円以下；負担重量は，3歳55�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
2：29．5
2：29．5

良
良

55 ロサグラウカ 牝3黒鹿53 丸山 元気 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 446＋ 22：34．6 2．9�
44 マイネルキラメキ 牡3鹿 55 丹内 祐次 �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 432＋ 82：34．81� 6．3�
33 マ ス ラ オ 	4栗 57 北村 宏司 �Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 日高 白井牧場 442＋ 22：34．9
 3．7�
22 ラッシュアタック 牡6鹿 57 田辺 裕信 �キャロットファーム 菊川 正達 洞�湖 レイクヴィラファーム 506＋ 8 〃 クビ 9．8�
11 ヒラボクビューン 	4鹿 57 津村 明秀�平田牧場 大竹 正博 浦河 鎌田 正嗣 460＋ 62：35．0� 5．4	
66 ホクセンジョウオー 牝3黒鹿 53

50 ▲木幡 育也大野 裕氏 松山 将樹 日高 佐々木 康治 458＋ 42：35．42
 53．4

88 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 486＋ 62：35．5
 9．1�
77 ベイビーステップ 牡4鹿 57 北村 友一大塚 亮一氏 菊川 正達 浦河 杵臼牧場 490－ 42：36．13
 12．8�

（8頭）

売 得 金
単勝： 63，970，100円 複勝： 58，938，100円 枠連： 発売なし
馬連： 146，080，200円 馬単： 61，265，300円 ワイド： 74，416，100円
3連複： 147，621，300円 3連単： 300，804，600円 計： 853，095，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 150円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，460円

ワ イ ド �� 350円 �� 260円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 5，250円

票 数

単勝票数 計 639701 的中 � 170728（1番人気）
複勝票数 計 589381 的中 � 144896（1番人気）� 89762（3番人気）� 109734（2番人気）
馬連票数 計1460802 的中 �� 124824（2番人気）
馬単票数 計 612653 的中 �� 31421（2番人気）
ワイド票数 計 744161 的中 �� 52881（3番人気）�� 77695（1番人気）�� 49977（5番人気）
3連複票数 計1476213 的中 ��� 98869（2番人気）
3連単票数 計3008046 的中 ��� 41496（4番人気）

ハロンタイム 7．0―11．9―12．3―12．6―13．1―13．2―13．0―12．7―12．1―11．7―11．6―11．4―12．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．0―18．9―31．2―43．8―56．9―1：10．1―1：23．1―1：35．8―1：47．9―1：59．6―2：11．2―2：22．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→	→�」 上り4F46．7―3F35．0
1
�
2，5（3，7）4，8－6－1・（2，5，7，8）（3，4，1）6

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

勝馬の
紹 介

ロサグラウカ 
�
父 ルーラーシップ 

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．11．18 福島1着

2015．5．4生 牝3黒鹿 母 ローザブランカ 母母 ロ ー ズ バ ド 5戦3勝 賞金 27，703，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 マスラオ号の騎手北村宏司は，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10，000円。（被害馬：4番・8番）

３レース目



（30中山5）第2日 12月2日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 170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

219，940，000円
7，600，000円
23，080，000円
1，320，000円
24，240，000円
71，158，500円
4，420，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
498，917，000円
719，077，500円
226，258，200円
1，109，169，700円
527，700，500円
672，704，900円
1，442，748，500円
2，159，798，100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 7，356，374，400円

総入場人員 24，599名 （有料入場人員 21，771名）
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