
3307312月22日 曇 良 （30中山5）第7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

11 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 516＋ 41：11．6 1．2�
815 パイロジェン 牡2栗 55 内田 博幸ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452－ 41：12．13 8．9�
510 シゲルスピネル 牝2栗 54 江田 照男森中 蕃氏 和田 勇介 新ひだか グローリーファーム 444± 01：12．2� 9．1�
713 シゲルアコヤガイ 牝2芦 54

53 ☆武藤 雅森中 蕃氏 水野 貴広 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 430± 01：13．05 33．4�

611 フォアシザフューチ 牡2芦 55 宮崎 北斗西森 鶴氏 中川 公成 浦河 山春牧場 454＋ 2 〃 アタマ 47．6�
48 シゲルトルマリン 牝2栗 54 丸田 恭介森中 蕃氏 武藤 善則 新ひだか 福岡 駿弥 438－ 41：13．21� 146．3�
816 マ メ シ ボ リ 牡2黒鹿55 嘉藤 貴行	ミルファーム 奥平 雅士 浦河 ミルファーム 412＋ 6 〃 ハナ 29．7

47 シャインベスト 牝2鹿 54

52 △横山 武史	加藤牧場 青木 孝文 日高 加藤牧場 436± 01：13．51� 91．3�
12 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 432－101：13．6� 333．0�
59 ヒカルフラッシュ 牡2黒鹿55 北村 宏司安蒜 一修氏 柄崎 孝 浦河 栄進牧場 476＋ 61：13．8� 79．4
24 クリノカリビアン 牝2鹿 54 勝浦 正樹栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 426＋ 6 〃 ハナ 111．6�
23 カシノラウト 牡2鹿 55

54 ☆藤田菜七子柏木 務氏 和田 雄二 日高 日西牧場 480－ 41：14．11� 49．9�
36 ニシノマリアージュ 牝2黒鹿54 丹内 祐次西山 茂行氏 松永 康利 新ひだか 前田ファーム 408－ 61：14．31	 378．4�
35 カガファランドール 牝2栗 54 三浦 皇成香川 憲次氏 大江原 哲 浦河 ディアレスト

クラブ 402＋ 41：15．04 276．9�
612 コケラオトシ 牡2栗 55

52 ▲野中悠太郎岡 浩二氏 小笠 倫弘 日高 アイズスタッド株式会社 B466＋ 21：15．1� 411．6�
714 ケ イ ス タ ー 牝2栗 54 大野 拓弥桑野 克己氏 杉浦 宏昭 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 456＋ 61：15．2� 20．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，761，800円 複勝： 147，517，300円 枠連： 16，899，800円
馬連： 66，221，200円 馬単： 43，683，400円 ワイド： 50，201，200円
3連複： 90，895，300円 3連単： 159，037，100円 計： 610，217，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 130円 � 130円 枠 連（1－8） 280円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 410円

ワ イ ド �� 170円 �� 210円 �� 470円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 1，450円

票 数

単勝票数 計 357618 的中 � 235729（1番人気）
複勝票数 計1475173 的中 � 1192242（1番人気）� 73405（2番人気）� 64713（3番人気）
枠連票数 計 168998 的中 （1－8） 45475（1番人気）
馬連票数 計 662212 的中 �� 141198（1番人気）
馬単票数 計 436834 的中 �� 79511（1番人気）
ワイド票数 計 502012 的中 �� 87157（1番人気）�� 60844（2番人気）�� 21554（5番人気）
3連複票数 計 908953 的中 ��� 98390（1番人気）
3連単票数 計1590371 的中 ��� 79458（1番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．4―11．9―12．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．9―45．8―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アポロチーター �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 Pivotal デビュー 2018．10．7 東京4着

2016．2．3生 牡2栗 母 ポエティックターン 母母 リ メ レ ン ス 5戦1勝 賞金 10，100，000円
※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。
（非当選馬） 2頭 コーリンベイダー号・テイエムロケット号
（非抽選馬） 1頭 シンボリビーノ号

3307412月22日 曇 良 （30中山5）第7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 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 488－ 81：55．9 4．9�
36 トーセンテキーラ 牡2鹿 55 三浦 皇成島川 �哉氏 本間 忍 日高 日西牧場 538＋ 6 〃 クビ 4．0�
11 マジェスティゲート 牡2鹿 55 大野 拓弥 Viridian Keiba Club 高柳 瑞樹 平取 清水牧場 472± 01：56．1� 4．8�
815 ユキノヴェルデ 牡2鹿 55

52 ▲野中悠太郎井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 500－ 61：56．41� 3．9�
12 ハンターバレー 牡2栗 55 田中 勝春村木 隆氏 宗像 義忠 日高 シンボリ牧場 496＋201：57．25 7．8�
510 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± 01：57．62� 19．7	
23 シゲルヒスイ 牡2黒鹿55 黛 弘人森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B476± 0 〃 アタマ 55．8

24 ボーイズオブサマー 牡2栗 55 蛯名 正義 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 516＋ 4 〃 アタマ 71．1�
35 イリュージョニスト 牡2黒鹿55 丹内 祐次 コスモヴューファーム 高橋 祥泰 日高 坂 牧場 480＋ 61：58．02� 83．6�
713 トキノミドリ 牡2鹿 55 松岡 正海岡田 勇氏 柴田 政人 新ひだか 久米 和夫 504± 0 〃 ハナ 15．8�
714 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 472＋ 21：58．1クビ 48．8�
47 オ ル オ ル 牝2栗 54

53 ☆藤田菜七子 �YGGホースクラブ 星野 忍 日高 サンバマウン
テンファーム 400＋ 41：58．31� 99．0�

816 シゲルシンジュ 牡2芦 55
54 ☆武藤 雅森中 蕃氏 水野 貴広 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 484＋ 21：58．93� 54．1�
48 ホッコールナアーラ 牝2青鹿 54

53 ☆木幡 巧也北幸商事� 松永 康利 浦河 高昭牧場 444－ 82：00．07 222．3�
59 チャンピオンピース 牡2鹿 55

53 △横山 武史坪野谷和平氏 和田 雄二 新冠 小泉 学 434＋ 82：01．7大差 174．3�
611 フ ィ ア ー バ 牝2青鹿54 伴 啓太石田牧場 松永 康利 新冠 石田牧場 420－102：02．02 495．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，353，100円 複勝： 47，866，200円 枠連： 16，912，500円
馬連： 68，039，400円 馬単： 30，020，700円 ワイド： 44，537，900円
3連複： 88，788，400円 3連単： 100，557，200円 計： 425，075，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 170円 � 140円 � 160円 枠 連（3－6） 1，140円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 2，980円

ワ イ ド �� 530円 �� 470円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，040円 3 連 単 ��� 12，420円

票 数

単勝票数 計 283531 的中 � 45381（4番人気）
複勝票数 計 478662 的中 � 65635（4番人気）� 94759（1番人気）� 75297（3番人気）
枠連票数 計 169125 的中 （3－6） 11439（6番人気）
馬連票数 計 680394 的中 �� 37204（7番人気）
馬単票数 計 300207 的中 �� 7540（14番人気）
ワイド票数 計 445379 的中 �� 21511（6番人気）�� 24390（3番人気）�� 22471（4番人気）
3連複票数 計 887884 的中 ��� 32562（4番人気）
3連単票数 計1005572 的中 ��� 5866（30番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―37．6―51．0―1：04．0―1：17．0―1：30．0―1：42．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ネオレインボウ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 マルゼンスキー デビュー 2018．12．2 中山4着

2016．5．3生 牡2鹿 母 ブルーレインボウ 母母 アクティブリード 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チャンピオンピース号・フィアーバ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年1月

22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 ケイティクラウン号
（非抽選馬） 1頭 ショウナンサジン号

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７日



3307512月22日 曇 良 （30中山5）第7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

59 カステヘルミ 牝2黒鹿54 津村 明秀田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 船越牧場 432＋101：09．4 1．6�
816 ウインアイルビータ 牝2栗 54 松岡 正海�ウイン 田中 剛 新冠 コスモヴューファーム 468－ 41：10．14 12．9�
714 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 436－ 4 〃 ハナ 9．0�
612 エンジェルカナ 牝2栗 54 柴田 大知 �ブルースターズファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 408＋ 2 〃 クビ 253．9�
713 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 430＋ 2 〃 ハナ 7．0�
36 ニシノテンカラット 牝2黒鹿54 三浦 皇成西山 茂行氏 武市 康男 浦河 桑田牧場 410＋ 21：10．31� 20．4	
12 ヘリオシース 牝2芦 54

53 ☆武藤 雅岡田 牧雄氏 武藤 善則 新ひだか 下屋敷牧場 412＋ 21：10．51� 20．4

815 ク ノ イ チ 牝2栗 54 O．マーフィーゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460－ 6 〃 ハナ 6．7�
（英）

48 ア マ レ ー ン 牝2鹿 54 内田 博幸 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 472－10 〃 アタマ 132．7�

611 オビワンズドーン 牡2鹿 55 武士沢友治�富士開発 古賀 史生 新ひだか 高橋フアーム 444＋ 61：10．6クビ 158．1
24 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 428－ 41：10．7� 45．0�
11 ルーナセレナータ 牝2黒鹿54 宮崎 北斗吉田 好雄氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 428－ 4 〃 クビ 87．4�
47 カツコノユメ 牝2芦 54 柴田 善臣大久保與志雄氏 伊藤 伸一 日高 厚賀古川牧場 416＋ 21：11．23 87．3�
35 ハヤブサヴィーナス 牝2鹿 54 田辺 裕信武田 修氏 高柳 瑞樹 日高 坂 牧場 410－ 8 〃 クビ 70．7�
23 ハナノオンリーワン 牝2黒鹿54 西田雄一郎華山 龍一氏 天間 昭一 浦河 小倉牧場 454＋101：11．41� 507．0�
510 インスタントカーマ 牡2栗 55

54 ☆木幡 初也薪浦 亨氏 武市 康男 日高 下川 茂広 B490＋121：11．5クビ 294．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，102，400円 複勝： 72，106，900円 枠連： 20，487，700円
馬連： 72，738，600円 馬単： 36，812，400円 ワイド： 52，633，600円
3連複： 97，952，000円 3連単： 136，529，300円 計： 528，362，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 260円 � 170円 枠 連（5－8） 360円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 440円 �� 320円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 2，020円 3 連 単 ��� 6，330円

票 数

単勝票数 計 391024 的中 � 185773（1番人気）
複勝票数 計 721069 的中 � 323836（1番人気）� 41473（5番人気）� 75764（2番人気）
枠連票数 計 204877 的中 （5－8） 43621（2番人気）
馬連票数 計 727386 的中 �� 59306（4番人気）
馬単票数 計 368124 的中 �� 21276（4番人気）
ワイド票数 計 526336 的中 �� 30667（4番人気）�� 45520（3番人気）�� 10770（13番人気）
3連複票数 計 979520 的中 ��� 36364（6番人気）
3連単票数 計1365293 的中 ��� 15633（13番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．2―11．8―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．3―46．1―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カステヘルミ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2018．8．19 新潟3着

2016．2．14生 牝2黒鹿 母 ハンドスター 母母 ビーフレグラント 5戦1勝 賞金 12，800，000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 スプリングハズカム号
※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。

3307612月22日 曇 良 （30中山5）第7日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走11時15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
1：33．4
1：32．3

良
良

48 フィリアプーラ 牝2鹿 54 B．アヴドゥラ �キャロットファーム 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 438－ 21：34．4 3．0�
（豪）

713 ガ ロ シ ェ 牝2黒鹿 54
53 ☆武藤 雅 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446－ 21：34．61� 42．8�
59 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± 0 〃 アタマ 40．5�
612 コスモビックラコグ 牡2栗 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中川 公成 新冠 ビッグレッドファーム 476± 01：34．81� 22．7�
611 サピアウォーフ 牝2鹿 54 戸崎 圭太小田 吉男氏 斎藤 誠 新冠 村田牧場 476＋ 21：34．9クビ 4．1�
816 ベルクワイア 牝2鹿 54 O．マーフィー �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 502＋12 〃 クビ 3．1	

（英）

12 ラヴィングウェイ 牝2黒鹿54 蛯名 正義ゴドルフィン 田中 剛 英 Godolphin 466＋121：35．32� 68．6

47 ケイアイネイビー 牡2栗 55

52 ▲野中悠太郎亀田 和弘氏 和田正一郎 新冠 新冠橋本牧場 458± 01：35．4	 81．5�
714 ベストオンアース 牝2栗 54 大野 拓弥�須野牧場 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 484± 01：35．5クビ 6．6
11 デルマシャンゼリゼ 牝2鹿 54 津村 明秀浅沼 廣幸氏 勢司 和浩 日高 ファニーヒルファーム 462＋121：35．92� 356．6�
24 サパムーカンチャイ 牝2鹿 54 勝浦 正樹�ミルファーム 田中 清隆 千歳 社台ファーム 444＋ 61：36．0� 226．9�
35 レコルダーレ 牝2鹿 54 柴山 雄一 �グリーンファーム畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 422＋ 21：36．1	 16．5�
510 ラ バ ー ブ 牝2鹿 54 石川裕紀人吉田 勝己氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 432－141：36．73� 41．3�
815 ルッキングフライ 牡2黒鹿 55

54 ☆木幡 巧也岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 450＋141：36．8	 247．3�
23 トレンディダーム 牝2栃栗 54

51 ▲木幡 育也岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 416＋ 61：37．75 346．5�
36 ヤマニンスピナー 牝2栗 54 嶋田 純次土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 光夫 410± 01：40．2大差 677．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，500，100円 複勝： 62，001，300円 枠連： 18，502，900円
馬連： 78，582，400円 馬単： 35，397，400円 ワイド： 54，169，400円
3連複： 100，947，200円 3連単： 122，823，700円 計： 513，924，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 180円 � 650円 � 690円 枠 連（4－7） 1，000円

馬 連 �� 5，870円 馬 単 �� 7，640円

ワ イ ド �� 1，910円 �� 1，920円 �� 7，770円

3 連 複 ��� 48，560円 3 連 単 ��� 159，290円

票 数

単勝票数 計 415001 的中 � 108691（1番人気）
複勝票数 計 620013 的中 � 118095（2番人気）� 21540（7番人気）� 19905（8番人気）
枠連票数 計 185029 的中 （4－7） 14321（6番人気）
馬連票数 計 785824 的中 �� 11013（15番人気）
馬単票数 計 353974 的中 �� 3472（22番人気）
ワイド票数 計 541694 的中 �� 7372（16番人気）�� 7325（17番人気）�� 1763（47番人気）
3連複票数 計1009472 的中 ��� 1559（98番人気）
3連単票数 計1228237 的中 ��� 559（368番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．3―34．5―46．1―57．7―1：09．7―1：21．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．3―3F36．7

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

勝馬の
紹 介

フィリアプーラ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．10．14 東京3着

2016．4．3生 牝2鹿 母 プリンセスカメリア 母母 ラトラヴィアータ 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔その他〕 ヤマニンスピナー号は，3コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 サバイバルクイーン号・ヨコスカダンディー号
※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。

追 加 記 事（第 5回中山競馬第 5日第 6競走）
〔その他〕　　サルパ号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕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。

追 加 記 事（第 5回中山競馬第 6日第 3競走）
〔その他〕　　ミルトブランコ号は，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。



3307712月22日 曇 良 （30中山5）第7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

611 アルマスティング 牡2栗 55 田辺 裕信コウトミックレーシング 田村 康仁 浦河 小島牧場 494 ―1：56．7 3．3�
713 タッチングムービー 牡2黒鹿55 内田 博幸 �キャロットファーム 奥村 武 新ひだか 下屋敷牧場 522 ―1：57．23 13．1�
612 マイネルリッター 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム 536 ―1：58．15 4．1�
35 カリスマサンボス 牡2芦 55 蛯名 正義畔柳 年言氏 中川 公成 浦河 加藤 重治 556 ― 〃 クビ 16．8�
11 カネコメヒカル 牡2栗 55 松岡 正海髙岡 義雄氏 高橋 裕 浦河 中村 雅明 466 ―1：58．2クビ 48．9	
815 ソレイケヤッコ 牝2栗 54 三浦 皇成森 保彦氏 奥平 雅士 新ひだか 岡田スタツド 498 ―1：58．52 37．7

510 ビレッジベルベ 牝2栗 54

51 ▲野中悠太郎村山 輝雄氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 448 ―1：58．6� 154．7�
47 ク ロ ヒ ョ ウ 牡2青鹿55 丸山 元気河内 孝夫氏 小西 一男 日高 坂 牧場 472 ―1：59．02� 16．1�
23 ラ ラ フ ァ ル 牡2栗 55 大野 拓弥玉腰 勇吉氏 和田 勇介 浦河 三嶋牧場 478 ―1：59．21 98．1
59 イワネコゴシキ 牡2青鹿 55

54 ☆武藤 雅丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 516 ―1：59．62� 54．4�
714 ヤ シ ャ ジ ン 牡2鹿 55 北村 宏司内藤 好江氏 勢司 和浩 日高 中館牧場 538 ― 〃 ハナ 67．6�
12 トーセンブロンクス 牡2鹿 55 菅原 隆一島川 �哉氏 柴田 政人 日高 長谷川牧場 474 ―1：59．7� 188．1�
816 レッドアデニウム 牝2鹿 54 O．マーフィー �東京ホースレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 528 ―2：00．12� 2．8�

（英）

48 キシュウソレイユ 牝2鹿 54 江田 照男木村 昌三氏 本間 忍 新冠 タニグチ牧場 464 ―2：01．27 113．7�
24 ダブルテイクアウト 牝2鹿 54 石川裕紀人國分 純氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 460 ―2：02．9大差 126．2�
36 バイプレーヤー 牡2鹿 55 宮崎 北斗佐藤 啓子氏 伊藤 伸一 えりも 熊沢牧場 474 ― （競走中止） 24．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，148，600円 複勝： 39，166，500円 枠連： 24，225，700円
馬連： 65，724，500円 馬単： 32，106，800円 ワイド： 43，497，000円
3連複： 81，098，900円 3連単： 100，622，600円 計： 420，590，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 270円 � 150円 枠 連（6－7） 1，020円

馬 連 �� 2，020円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 660円 �� 310円 �� 780円

3 連 複 ��� 2，240円 3 連 単 ��� 11，620円

票 数

単勝票数 計 341486 的中 � 82214（2番人気）
複勝票数 計 391665 的中 � 83585（1番人気）� 28566（4番人気）� 72685（3番人気）
枠連票数 計 242257 的中 （6－7） 18284（4番人気）
馬連票数 計 657245 的中 �� 26791（5番人気）
馬単票数 計 321068 的中 �� 8760（8番人気）
ワイド票数 計 434970 的中 �� 16176（4番人気）�� 39618（2番人気）�� 13346（6番人気）
3連複票数 計 810989 的中 ��� 27049（3番人気）
3連単票数 計1006226 的中 ��� 6276（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．9―37．7―50．8―1：03．5―1：16．4―1：29．7―1：43．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．2―3F40．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

アルマスティング �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 With Approval 初出走

2016．4．5生 牡2栗 母 キャメロンガール 母母 Above the Salt 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 バイプレーヤー号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため3コーナーで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダブルテイクアウト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年1月22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 エベレストテソーロ号・グランフェルテ号・ダイヤモンドヒル号・ピカレスクスマイル号・モーニングコン号
※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。

3307812月22日 曇 良 （30中山5）第7日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時35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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

59 トーアシオン 牡2栗 55 江田 照男高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 486 ―1：11．8 12．9�
34 タマブラックパール 牝2青 54 津村 明秀玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 510 ―1：12．33 2．5�
814 フィリーズラン 牝2鹿 54

53 ☆木幡 巧也岡村 善行氏 牧 光二 新冠 新冠伊藤牧場 430 ― 〃 クビ 4．9�
712 チェンマイルージュ 牝2鹿 54 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 452 ―1：12．62 18．3�
22 ゴーインピース 牝2栗 54 石川裕紀人下河�行雄氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 440 ―1：13．45 4．5	
46 デュアリティ 牝2鹿 54 丸田 恭介中西 宏彰氏 高橋 義博 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 496 ―1：13．61� 128．5

47 ビザージュミニョン 牝2鹿 54 大野 拓弥松尾 勝裕氏 粕谷 昌央 浦河 ヒダカフアーム 478 ―1：13．91� 13．2�
35 エリーピクシー 牝2芦 54 西田雄一郎谷川 正純氏 松山 将樹 新ひだか 萩澤 俊雄 424 ―1：14．0	 160．4�
611 ナムラアイアイサー 牡2栗 55 菅原 隆一奈村 睦弘氏 武市 康男 浦河 中島牧場 478 ―1：15．610 18．0
23 ユニバーサリティ 牡2栗 55 丸山 元気平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 474 ―1：15．7クビ 98．0�
815 テイエムフレイバー 牡2鹿 55 柴田 善臣竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高テイエム

牧場株式会社 488 ―1：17．08 144．0�
58 コウソクラッシュ 牡2黒鹿55 O．マーフィー 野﨑 昭夫氏 中舘 英二 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462 ―1：17．21 8．2�
（英）

610 コードブレイカー 牝2鹿 54 嶋田 純次諸岡 慶氏 堀井 雅広 新ひだか 岡田スタツド 406 ―1：17．41	 339．7�
713 サ ユ リ 牝2栗 54 柴山 雄一諸岡 慶氏 土田 稔 日高 北田 剛 444 ― 〃 ハナ 126．5�
11 ハ グ ク ミ 牝2鹿 54 松岡 正海北浦 博樹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 430 ― （競走中止） 74．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 36，776，700円 複勝： 42，459，400円 枠連： 18，592，700円
馬連： 72，956，500円 馬単： 32，743，300円 ワイド： 44，605，300円
3連複： 85，320，800円 3連単： 104，247，300円 計： 437，702，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 250円 � 140円 � 170円 枠 連（3－5） 960円

馬 連 �� 2，240円 馬 単 �� 6，200円

ワ イ ド �� 670円 �� 860円 �� 370円

3 連 複 ��� 3，160円 3 連 単 ��� 33，360円

票 数

単勝票数 計 367767 的中 � 22661（5番人気）
複勝票数 計 424594 的中 � 36026（5番人気）� 91888（1番人気）� 66970（3番人気）
枠連票数 計 185927 的中 （3－5） 14943（4番人気）
馬連票数 計 729565 的中 �� 26785（6番人気）
馬単票数 計 327433 的中 �� 3956（26番人気）
ワイド票数 計 446053 的中 �� 16558（5番人気）�� 12505（11番人気）�� 33457（2番人気）
3連複票数 計 853208 的中 ��� 20246（9番人気）
3連単票数 計1042473 的中 ��� 2265（104番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．6―12．0―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―35．0―47．0―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーアシオン �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ゴールドアリュール 初出走

2016．2．21生 牡2栗 母 トーアティアレ 母母 トーアスカイヴュー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ハグクミ号は，発進不良〔内側に逃避〕。
〔競走中止〕 ハグクミ号は，発走直後に急に内側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ハグクミ号は，平成30年12月23日から平成31年1月21日まで出走停止。停止期間の満了後に発

走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムフレイバー号・コウソクラッシュ号・コードブレイカー号・サユリ号は，「タイムオーバーによ

る出走制限」のため，平成31年1月22日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 ペイシャネガノ号（疾病〔左後肢跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の20頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）20頭 アイルチャーム号・アイルハヴウインズ号・アンビシャススター号・キモンカラー号・キングキャラット号・

コウユークロガヨカ号・ザセイシュンズモウ号・シゲルアパライト号・デルママドレーヌ号・テンフライト号・
トランスアクスル号・ハナダマ号・ビビッドオスカー号・フォワードプッシュ号・フリータックス号・
ベアクアウフ号・ベストマジック号・ホワイトハッカー号・ラストミステリー号・ローマノキュウジツ号

※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。

追 加 記 事（第 5回中山競馬第 6日第 5競走）
〔その他〕　　ダイフゴウ号は，競走中に疾病〔左橈側手根骨々折〕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。



3307912月22日 曇 良 （30中山5）第7日 第7競走 ��
��2，500�サラブレッド系3歳以上

発走13時05分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，3歳55�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
2：38．6
2：38．6

不良
不良

24 ギャラルホルン 牡3鹿 55 O．マーフィー �サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 514－102：41．5 2．3�
（英）

47 サ ン シ ロ ウ 牡4鹿 57 北村 宏司合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B508＋ 62：41．6� 6．7�
816	 ジャカンドジョー 牡4鹿 57 黛 弘人井上 一郎氏 田中 剛 日高 下河辺牧場 474＋ 82：42．23
 106．9�
714 ワイルドゲーム 牡5鹿 57 丸山 元気合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 新ひだか 水丸牧場 B500＋122：42．3� 7．2�
35 ダンスメーカー 牡3黒鹿55 大野 拓弥�G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 482＋ 22：42．4クビ 9．8	
12 ミラクルヒッター 牡3芦 55 田中 勝春丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム 496＋ 22：43．14 28．7

11 ド ー フ ァ ン 牡3鹿 55 B．アヴドゥラ �シルクレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 540＋222：43．2クビ 7．7�

（豪）

510 スマートガイア �6鹿 57 丹内 祐次大川 徹氏 古賀 史生 安平 ノーザンファーム 492＋222：43．41
 105．7�
36 アークカンパネラ 牡3青鹿55 津村 明秀酒井 喜生氏 矢野 英一 新冠 川上牧場 B500＋102：43．5� 50．7
611 サクラトップスター 牡3栗 55 武士沢友治�トップフェロウ奥平 雅士 新冠 細川農場 466－ 42：43．6
 165．1�
612� リードザフィールド 牡4栗 57

56 ☆木幡 巧也岡田 牧雄氏 大江原 哲 米 Brereton C. Jones
& B. Ned Jones 452＋102：43．91
 88．5�

48 ロビンズソング 牡3黒鹿55 戸崎 圭太吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B542＋14 〃 ハナ 7．5�
713� アポロリベリオン 牡5鹿 57 内田 博幸アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 米 Rabbah Blood-

stock LLC B506＋242：44．96 19．5�
59 トップホライゾン 牡3鹿 55

52 ▲野中悠太郎紅露 純氏 萱野 浩二 日高 庄野牧場 B500＋ 22：45．53
 70．6�
23 ペイシャエリート 牡3栗 55 石川裕紀人北所 直人氏 小笠 倫弘 新冠 カミイスタット B488＋102：45．92
 61．0�
815 イイコトズクシ 牡3鹿 55 柴田 善臣小田切有一氏 本間 忍 浦河 木村牧場 B486－18 〃 ハナ 103．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，450，500円 複勝： 65，050，100円 枠連： 27，400，600円
馬連： 99，980，400円 馬単： 42，484，700円 ワイド： 68，479，500円
3連複： 131，537，500円 3連単： 150，617，800円 計： 636，001，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 150円 � 240円 � 1，090円 枠 連（2－4） 460円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 500円 �� 4，430円 �� 4，740円

3 連 複 ��� 25，230円 3 連 単 ��� 63，260円

票 数

単勝票数 計 504505 的中 � 169167（1番人気）
複勝票数 計 650501 的中 � 157431（1番人気）� 66572（3番人気）� 10946（12番人気）
枠連票数 計 274006 的中 （2－4） 45276（1番人気）
馬連票数 計 999804 的中 �� 76347（2番人気）
馬単票数 計 424847 的中 �� 21448（2番人気）
ワイド票数 計 684795 的中 �� 38920（2番人気）�� 3789（41番人気）�� 3537（43番人気）
3連複票数 計1315375 的中 ��� 3909（72番人気）
3連単票数 計1506178 的中 ��� 1726（196番人気）

ハロンタイム 7．2―10．8―11．9―13．1―12．8―13．3―13．9―13．7―12．7―12．7―13．0―13．1―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．2―18．0―29．9―43．0―55．8―1：09．1―1：23．0―1：36．7―1：49．4―2：02．1―2：15．1―2：28．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ギャラルホルン �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 ブラックホーク デビュー 2017．12．23 中山3着

2015．3．13生 牡3鹿 母 ロッシェノワール 母母 メイプルシロップ 4戦2勝 賞金 15，050，000円
※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。
（非当選馬） 1頭 カヴァレリア号
（非抽選馬） 2頭 スターオンザヒル号・ブライトンピア号
※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。

3308012月22日 小雨 良 （30中山5）第7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

35 アルベルティーヌ 牝3黒鹿54 B．アヴドゥラ 村野 康司氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 442＋141：10．3 33．7�
（豪）

48 シ ス ル 牝3青 54 大野 拓弥中村 祐子氏 新開 幸一 新ひだか オギオギ牧場 502＋201：10．61� 8．9�
611 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 498－ 41：10．7� 1．8�
12 � アストロローグ �3鹿 56

53 ▲野中悠太郎 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 武井 亮 新ひだか 岡田牧場 492－ 81：11．12	 56．8�

816 シゲルベンガルトラ 牡4栗 57 横山 典弘森中 蕃氏 和田 勇介 新冠 石田牧場 478－ 21：11．63 3．5�
59 ココロノイコロ 牡3黒鹿56 黛 弘人海谷 幸司氏 高橋 祥泰 新ひだか 谷岡牧場 454＋ 81：11．81
 20．7	
713 カ タ ナ 牡3鹿 56 松岡 正海�KTレーシング 上原 博之 新冠 松浦牧場 494＋16 〃 クビ 15．0

612� フロースヒルデ 牝3鹿 54

52 △横山 武史宮川 保氏 南田美知雄 日高 浦新 徳司 436－221：11．9クビ 189．2�
36 スマートアムール 牝4栗 55 武士沢友治大川 徹氏 粕谷 昌央 浦河 杵臼牧場 458＋ 41：12．0� 47．7�
714 ヤマニンリュシオル 牝3芦 54 伊藤 工真土井 肇氏 蛯名 利弘 新冠 錦岡牧場 484＋161：12．42	 192．7
47 � リバティークイーン 牝5黒鹿 55

54 ☆武藤 雅平川 浩之氏 栗田 博憲 様似 澤井 義一 476－ 3 〃 アタマ 35．4�
23 � ディーズエフォート 牝3栗 54

53 ☆藤田菜七子�浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 462－141：12．61
 73．0�
815 ノ ヴ ィ ア 牝3鹿 54 O．マーフィーゴドルフィン 加藤 征弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488＋ 61：12．81	 15．3�
（英）

510 クラウンエンジニア 牡3栗 56
55 ☆木幡 巧也矢野 恭裕氏 田島 俊明 日高 クラウン日高牧場 496＋121：12．9クビ 606．3�

11 � キ フ ジ ン 牝3黒鹿 54
51 ▲木幡 育也阿部東亜子氏 石毛 善彦 浦河 山田 昇史 388＋ 81：13．11
 428．0�

24 � カープギャル 牝3鹿 54 江田 照男西村 憲人氏 蛯名 利弘 新ひだか 岡田牧場 468＋ 71：13．2	 357．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 52，066，600円 複勝： 64，206，000円 枠連： 25，977，300円
馬連： 114，563，700円 馬単： 53，410，000円 ワイド： 69，788，700円
3連複： 132，946，600円 3連単： 195，072，200円 計： 708，031，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，370円 複 勝 � 440円 � 230円 � 110円 枠 連（3－4） 3，860円

馬 連 �� 10，580円 馬 単 �� 26，440円

ワ イ ド �� 2，500円 �� 990円 �� 400円

3 連 複 ��� 5，030円 3 連 単 ��� 78，220円

票 数

単勝票数 計 520666 的中 � 12344（7番人気）
複勝票数 計 642060 的中 � 23980（7番人気）� 56416（3番人気）� 237548（1番人気）
枠連票数 計 259773 的中 （3－4） 5210（12番人気）
馬連票数 計1145637 的中 �� 8927（23番人気）
馬単票数 計 534100 的中 �� 1515（53番人気）
ワイド票数 計 697887 的中 �� 6645（25番人気）�� 17617（11番人気）�� 49450（2番人気）
3連複票数 計1329466 的中 ��� 19790（16番人気）
3連単票数 計1950722 的中 ��� 1808（212番人気）

ハロンタイム 11．7―10．7―11．2―11．8―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．4―33．6―45．4―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルベルティーヌ �
�
父 Leroidesanimaux �

�
母父 Motivator デビュー 2017．9．2 新潟10着

2015．3．5生 牝3黒鹿 母 ス キ ア 母母 Light Quest 8戦2勝 賞金 15，850，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 アースヴィグラス号・サトノユニゾン号・ノボベイビー号・ファインダッシュ号・ブランオラージュ号・

ブレヴェスト号・ポップシンガー号・ランパク号
※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。



3308112月22日 小雨 良 （30中山5）第7日 第9競走 ��
��1，200�クリスマスローズステークス

発走14時05分 （芝・右・外）
2歳；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増，�：馬齢重量，重賞
競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000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
1：07．8
1：07．8

良
良

814 ディアンドル 牝2黒鹿55 O．マーフィー �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 492＋ 41：08．5 1．7�
（英）

58 	 ルマーカーブル 牡2鹿 55 三浦 皇成伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン
牧場 516＋141：08．82 68．3�

712 マイネルアルケミー 牡2栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 栗田 博憲 浦河 村下 清志 462± 01：08．9
 6．6�

11 イ メ ル 牡2黒鹿55 戸崎 圭太吉澤 克己氏 音無 秀孝 浦河 村下 清志 470－ 4 〃 クビ 10．5�
45 � デンバーテソーロ 牝2栗 54 田辺 裕信了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 加 Debbie Collum &
Patricia Fairbairn 454＋ 71：09．0
 10．2	

22 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± 01：09．21� 31．5

46 ウィンターリリー 牝2芦 55 津村 明秀田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 ヒダカフアーム 436± 01：09．73 8．4�
69 マーマレードガール 牝2黒鹿54 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 日高 滝本 健二 456＋ 41：09．8 71．1�
57 ジャスティン 牡2栗 55 内田 博幸小田 吉男氏 矢作 芳人 日高 天羽 禮治 480－ 61：09．9クビ 7．8
813� マイネルエイブ 牡2鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 米 Robert B.
Trussell Jr. 476－ 41：10．32
 83．9�

34 ゴーアブロード 牡2鹿 55 嶋田 純次�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 502－101：11．15 707．5�
33 	 リンノティアラ 牝2栗 54 柴山 雄一谷口 祐人氏 中野 栄治 浦河 ガーベラパー

クスタツド 414± 01：11．2
 613．8�
711 ラウズアップ 牡2黒鹿55 岩部 純二田頭 勇貴氏 萱野 浩二 日高 株式会社カ

ネツ牧場 412－ 41：11．3
 475．2�
610 ツェービガニリニ �2鹿 55 嘉藤 貴行�ミルファーム 岩戸 孝樹 浦河 ミルファーム 484－ 81：11．83 732．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 60，233，400円 複勝： 105，288，700円 枠連： 25，539，500円
馬連： 137，444，900円 馬単： 68，419，900円 ワイド： 72，810，200円
3連複： 155，358，000円 3連単： 273，808，600円 計： 898，903，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 1，140円 � 180円 枠 連（5－8） 650円

馬 連 �� 7，680円 馬 単 �� 9，490円

ワ イ ド �� 2，300円 �� 260円 �� 4，920円

3 連 複 ��� 11，300円 3 連 単 ��� 47，940円

票 数

単勝票数 計 602334 的中 � 280958（1番人気）
複勝票数 計1052887 的中 � 564310（1番人気）� 9481（10番人気）� 100194（2番人気）
枠連票数 計 255395 的中 （5－8） 30284（3番人気）
馬連票数 計1374449 的中 �� 14750（22番人気）
馬単票数 計 684199 的中 �� 5407（33番人気）
ワイド票数 計 728102 的中 �� 7312（24番人気）�� 86430（1番人気）�� 3364（35番人気）
3連複票数 計1553580 的中 ��� 10307（38番人気）
3連単票数 計2738086 的中 ��� 4140（152番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．2―11．6―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．5―45．1―56．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F35．0
3 8，14（9，12）1（5，7）－2－（13，6）－（3，10）（11，4） 4 ・（8，14）12（1，9，7）（2，5）6，13－（3，10）（11，4）

勝馬の
紹 介

ディアンドル �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．7．15 中京2着

2016．2．14生 牝2黒鹿 母 グリューネワルト 母母 シェーンクライト 4戦3勝 賞金 40，339，000円
〔発走状況〕 ラウズアップ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ツェービガニリニ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年2月22日まで平地

競走に出走できない。
※ラウズアップ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

3308212月22日 小雨 良 （30中山5）第7日 第10競走
第141回農林水産省賞典

��4，100�中 山 大 障 害（Ｊ・ＧⅠ）
発走14時45分 （ 芝 ）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳61�4歳以上63�，牝馬2�
減

農林水産大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 66，000，000円 26，000，000円 17，000，000円 9，900，000円 6，600，000円
付 加 賞 462，000円 132，000円 66，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード4：36．1良

45 ニホンピロバロン 牡8栗 63 石神 深一小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 486± 04：40．8 6．8�
56 タイセイドリーム 牡8鹿 63 平沢 健治田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 546＋ 2 〃 ハナ 15．8�
44 � マイネルプロンプト �6黒鹿63 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± 04：41．12 16．3�
22 シンキングダンサー 牡5栗 63 金子 光希佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 480± 04：41．52� 34．9�
68 ミヤジタイガ 牡8鹿 63 西谷 誠曽我 司氏 武 幸四郎 日高 白井牧場 502－ 44：41．92� 6．5�
33 プレシャスタイム 牡5鹿 63 北沢 伸也小原 該一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 438± 04：42．53� 278．2�
710 ルペールノエル 牡8黒鹿63 高田 潤 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新ひだか 大典牧場 516＋ 64：43．45 13．8

812� シゲルクロカジキ 牡5鹿 63 植野 貴也森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 福岡 駿弥 524＋ 24：44．57 199．6�
813 シゲルロウニンアジ 牡5鹿 63 中村 将之森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 498－ 44：44．81	 299．8�
11 エ ル ゼ ロ 牡5鹿 63 五十嵐雄祐磯波 勇氏 武井 亮 新冠 守矢牧場 B502＋ 84：45．22� 106．5
711� エアカーディナル 牡7鹿 63 熊沢 重文 	ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 496± 04：45．62� 203．9�
57 トーセンメリッサ 牝6青 61 大江原 圭島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 498＋124：49．1大差 439．2�
69 アップトゥデイト 牡8芦 63 白浜 雄造今西 宏枝氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 532＋ 2 （競走中止） 1．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 103，943，700円 複勝： 292，943，700円 枠連： 46，278，600円
馬連： 219，699，900円 馬単： 141，184，600円 ワイド： 127，123，600円
3連複： 304，046，500円 3連単： 783，700，600円 計： 2，018，921，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 510円 � 880円 � 880円 枠 連（4－5） 2，250円

馬 連 �� 4，460円 馬 単 �� 7，940円

ワ イ ド �� 840円 �� 1，210円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 10，250円 3 連 単 ��� 64，680円

票 数

単勝票数 計1039437 的中 � 121863（3番人気）
複勝票数 計2929437 的中 � 157913（2番人気）� 86478（5番人気）� 86306（6番人気）
枠連票数 計 462786 的中 （4－5） 15891（7番人気）
馬連票数 計2196999 的中 �� 40553（10番人気）
馬単票数 計1411846 的中 �� 13331（19番人気）
ワイド票数 計1271236 的中 �� 40036（8番人気）�� 26861（14番人気）�� 19211（16番人気）
3連複票数 計3040465 的中 ��� 22226（24番人気）
3連単票数 計7837006 的中 ��� 8784（126番人気）
上り 1マイル 1：46．1 4F 51．9－3F 39．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロバロン �
�
父 フサイチリシャール �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2012．12．8 阪神2着

2010．3．30生 牡8栗 母 ニホンピロアニカ 母母 ニホンピロプレイズ 障害：11戦7勝 賞金 230，264，000円
〔競走中止〕 アップトゥデイト号は，3周目5号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。



3308312月22日 小雨 良 （30中山5）第7日 第11競走 ��
��2，500�グレイトフルステークス

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，29．12．23以降30．12．16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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：29．5

良
良

711 ルックトゥワイス 牡5鹿 57 戸崎 圭太飯塚 知一氏 藤原 英昭 安平 追分ファーム 448＋ 22：32．7 2．0�
68 フェイズベロシティ 牝5栗 53 北村 宏司池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 462＋ 82：33．23 16．0�
44 グランドサッシュ 牡7黒鹿54 津村 明秀 �シルクレーシング 武市 康男 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋102：33．41� 15．5�
45 ケンホファヴァルト 牡5鹿 56 三浦 皇成中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー

ブル 470± 0 〃 クビ 9．2�
710 エクセレントミスズ 牡5鹿 54 横山 典弘永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 上水牧場 456－ 82：33．5� 27．3�
33 マイネルカレッツァ 牡6黒鹿54 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中舘 英二 日高 白井牧場 520＋142：33．6クビ 65．7

22 レジェンドセラー 	4鹿 57 O．マーフィー 	G1レーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 530－ 4 〃 アタマ 7．4�

（英）

812 メイショウキトラ 牡7栗 52 蛯名 正義松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 磯野牧場 498－ 22：33．7
 25．8�
56 ゴールドフラッグ 牡3黒鹿53 内田 博幸合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 B506＋ 2 〃 アタマ 6．2
69 ウインブルーローズ 牡6鹿 52 丹内 祐次	ウイン 高橋 祥泰 浦河 鎌田 正嗣 492－ 6 〃 ハナ 189．6�
11 デルマサリーチャン 牝7鹿 50 藤田菜七子浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 496－ 82：34．44 54．0�
57 � ヤマカツポセイドン 牡9黒鹿52 石川裕紀人山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 466－ 62：34．93 297．8�
813 プライムセラー 	5栗 55 B．アヴドゥラ �サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 536＋282：38．5大差 8．4�

（豪）

（13頭）

売 得 金
単勝： 86，103，800円 複勝： 109，889，000円 枠連： 57，969，700円
馬連： 303，552，200円 馬単： 118，068，700円 ワイド： 141，846，200円
3連複： 380，140，400円 3連単： 548，349，400円 計： 1，745，919，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 280円 � 220円 枠 連（6－7） 1，290円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 570円 �� 480円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 3，910円 3 連 単 ��� 13，090円

票 数

単勝票数 計 861038 的中 � 333564（1番人気）
複勝票数 計1098890 的中 � 328695（1番人気）� 76192（7番人気）� 106405（4番人気）
枠連票数 計 579697 的中 （6－7） 34709（5番人気）
馬連票数 計3035522 的中 �� 165900（6番人気）
馬単票数 計1180687 的中 �� 44648（7番人気）
ワイド票数 計1418462 的中 �� 64601（6番人気）�� 78660（5番人気）�� 23483（20番人気）
3連複票数 計3801404 的中 ��� 72847（15番人気）
3連単票数 計5483494 的中 ��� 30362（38番人気）

ハロンタイム 6．9―11．5―12．1―12．6―12．0―12．7―12．4―12．1―11．9―12．0―12．0―12．1―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
6．9―18．4―30．5―43．1―55．1―1：07．8―1：20．2―1：32．3―1：44．2―1：56．2―2：08．2―2：20．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ルックトゥワイス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Alzao デビュー 2016．2．21 東京6着

2013．4．2生 牡5鹿 母 エスユーエフシー 母母 Familiar 15戦5勝 賞金 108，948，000円
〔調教再審査〕 プライムセラー号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プライムセラー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年1月22日まで平地競

走に出走できない。
※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。

3308412月22日 小雨 良 （30中山5）第7日 第12競走 ��1，800�ノ エ ル 賞
発走16時00分 （芝・右）

牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

815 オ ハ ナ 牝3青鹿54 田辺 裕信金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム B428＋ 61：49．6 8．8�

23 エバーミランダ 牝3鹿 54 大野 拓弥宇田 豊氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 424－ 4 〃 クビ 12．8�
713 レッドベルローズ 牝3青鹿54 丸山 元気 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 456－ 41：49．7� 8．5�
35 ダノングレース 牝3鹿 54 三浦 皇成�ダノックス 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 428＋ 81：49．8クビ 3．3�
58 リリックドラマ 牝4鹿 55 柴山 雄一ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462＋ 2 〃 アタマ 17．5�
11 トーホウアイレス 牝4青鹿55 武藤 雅東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 478－ 2 〃 ハナ 51．4	
611 ク リ ッ パ ー 牝3青鹿54 O．マーフィー 吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 476＋321：49．9� 5．3


（英）

712 スマートルビー 牝5栗 55 B．アヴドゥラ 大川 徹氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 444＋ 21：50．0� 16．3�
（豪）

610 キューンハイト 牝4鹿 55 戸崎 圭太 �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 432＋ 2 〃 ハナ 47．6�

814 フロムマイハート 牝5栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム B448＋10 〃 同着 76．7

47 ヴェロニカグレース 牝3黒鹿54 津村 明秀 �シルクレーシング 武市 康男 安平 ノーザンファーム 490＋ 61：50．21� 3．9�
46 ブリガアルタ 牝5鹿 55 石川裕紀人 �サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 454－ 41：50．3� 179．4�
22 トウカイシェーン 牝5栗 55 丸田 恭介内村 正則氏 北出 成人 平取 二風谷ファーム 470－ 6 〃 ハナ 111．5�
34 シーズララバイ 牝4栗 55 松岡 正海吉田 千津氏 竹内 正洋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444＋ 61：50．62 122．9�
59 	 タケショウメーカー 牝5鹿 55 横山 武史�ナイト商事 田中 清隆 浦河 富菜牧場 466－ 21：51．02� 285．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 80，029，300円 複勝： 98，010，000円 枠連： 37，923，600円
馬連： 183，051，300円 馬単： 68，632，600円 ワイド： 105，702，900円
3連複： 232，192，000円 3連単： 299，927，200円 計： 1，105，468，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 270円 � 320円 � 270円 枠 連（2－8） 4，440円

馬 連 �� 6，660円 馬 単 �� 10，140円

ワ イ ド �� 2，170円 �� 1，160円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 13，950円 3 連 単 ��� 93，840円

票 数

単勝票数 計 800293 的中 � 72553（5番人気）
複勝票数 計 980100 的中 � 96859（4番人気）� 78167（6番人気）� 95201（5番人気）
枠連票数 計 379236 的中 （2－8） 6616（19番人気）
馬連票数 計1830513 的中 �� 22651（23番人気）
馬単票数 計 686326 的中 �� 5076（41番人気）
ワイド票数 計1057029 的中 �� 12334（25番人気）�� 23946（14番人気）�� 17233（19番人気）
3連複票数 計2321920 的中 ��� 12479（48番人気）
3連単票数 計2999272 的中 ��� 2317（308番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―12．5―12．6―12．3―12．5―11．9―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―36．9―49．5―1：01．8―1：14．3―1：26．2―1：37．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オ ハ ナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．10．15 東京1着

2015．3．1生 牝3青鹿 母 ハ ウ オ リ 母母 ノースフライト 7戦3勝 賞金 37，930，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※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7日 12月22日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 182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

312，620，000円
10，370，000円
25，740，000円
2，070，000円
37，790，000円
76，098，000円
6，268，600円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
648，470，000円
1，146，505，100円
336，710，600円
1，482，555，000円
702，964，500円
875，395，500円
1，881，223，600円
2，975，293，000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 10，049，117，300円

総入場人員 37，332名 （有料入場人員 33，188名）
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