
3308512月23日 曇 良 （30中山5）第8日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走9時35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

611 タイセイスパーブ 牡2鹿 55 C．ルメール 田中 成奉氏 青木 孝文 浦河 高昭牧場 480＋ 41：12．4 1．5�
12 フォートエリー 牝2鹿 54 北村 宏司山内 晃氏 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 440－161：12．61� 6．8�
11 ベルテックスロード 牡2黒鹿55 大野 拓弥山口 敦広氏 的場 均 浦河 多田 善弘 462＋16 〃 アタマ 56．6�
59 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 496＋ 61：12．7� 12．5�
816 ワディアルヒタン 牝2青鹿54 石川裕紀人平井 裕氏 田村 康仁 日高 白井牧場 440－ 21：12．8� 6．3�
612 センジュエース 牡2黒鹿55 丸山 元気増山 武志氏 矢野 英一 新ひだか ウエスタンファーム 434＋ 21：13．22� 33．8�
47 キョウエイビーコン 牡2鹿 55 西田雄一郎田中 晴夫氏 武藤 善則 日高 春木ファーム B446＋ 61：13．51� 272．0	
714 ニシノオウキ 牡2青鹿 55

54 ☆藤田菜七子西山 茂行氏 尾形 和幸 新冠 中央牧場 472－ 21：14．03 13．0

23 タイムファクター 牡2栗 55

54 ☆武藤 雅高橋 文男氏 武藤 善則 様似 髙村 伸一 486＋ 21：14．1� 110．4�
35 サイゴウパワー 牡2栗 55 宮崎 北斗西村新一郎氏 伊藤 伸一 新ひだか 田原橋本牧場 458＋ 2 〃 ハナ 44．6�
510 ケンブリッジウィズ 牝2栗 54

53 ☆井上 敏樹中西 宏彰氏 石栗 龍彦 浦河 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 414－ 6 〃 ハナ 447．6

48 ニシノゴウウン 牡2青鹿55 O．マーフィー 西山 茂行氏 小島 茂之 新冠 カミイスタット 480－ 21：14．2クビ 35．2�
（英）

24 ニットウヴィクスン 牝2鹿 54
53 ☆木幡 初也藤井 謙氏 小桧山 悟 新ひだか 沖田 忠幸 410－101：14．52 220．3�

36 スミレヴィオレッタ 牝2黒鹿54 丸田 恭介ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 モトスファーム 484＋ 21：15．13� 429．6�
713 リンガスハット 牝2栗 54 内田 博幸伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 448＋ 2 〃 ハナ 205．6�
815 カンタベリーメガミ 牝2鹿 54 武士沢友治峰 哲馬氏 星野 忍 新ひだか 藤吉牧場 440－101：15．52� 377．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，378，700円 複勝： 143，236，800円 枠連： 15，401，800円
馬連： 79，792，700円 馬単： 47，427，400円 ワイド： 52，204，400円
3連複： 106，053，100円 3連単： 175，357，300円 計： 656，852，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 190円 � 620円 枠 連（1－6） 340円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 240円 �� 920円 �� 2，110円

3 連 複 ��� 3，820円 3 連 単 ��� 7，930円

票 数

単勝票数 計 373787 的中 � 198152（1番人気）
複勝票数 計1432368 的中 � 1097718（1番人気）� 62818（3番人気）� 12655（9番人気）
枠連票数 計 154018 的中 （1－6） 34226（1番人気）
馬連票数 計 797927 的中 �� 139265（1番人気）
馬単票数 計 474274 的中 �� 60630（1番人気）
ワイド票数 計 522044 的中 �� 67377（1番人気）�� 13289（13番人気）�� 5530（21番人気）
3連複票数 計1060531 的中 ��� 20791（13番人気）
3連単票数 計1753573 的中 ��� 16012（19番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．4―12．2―12．7―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．1―46．3―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイスパーブ �
�
父 キングズベスト �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2018．10．21 東京6着

2016．3．14生 牡2鹿 母 アグネスナチュラル 母母 アグネスアテーナー 4戦1勝 賞金 9，000，000円
〔制裁〕 ニットウヴィクスン号の調教師小桧山悟は，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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 イデアノオモイ号・エムアイグランツ号・ドラマ号・ネローネ号・フルゴラ号・ペシュウィズダム号
（非抽選馬） 1頭 トーセンアトランタ号
※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。

3308612月23日 曇 良 （30中山5）第8日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時05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

48 ポートロイヤル 牡2黒鹿55 大野 拓弥 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 486＋ 81：54．5 15．0�
816 バンディエラ 牡2栗 55 C．ルメール 東海林貴大氏 竹内 正洋 新冠 松本 信行 B516－ 41：54．71� 1．6�
23 マックスアン 牡2栗 55 田辺 裕信 TURFレーシング 大和田 成 新冠 村上 欽哉 468＋121：54．91� 6．1�
11 ボヘミアラプソディ 牡2鹿 55 内田 博幸平井 裕氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B480＋101：55．96 7．1�
612 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 462－ 21：56．32� 27．3�
36 トラストシンゲン 牡2栗 55 柴田 善臣菅波 雅巳氏 高木 登 新冠 村上 欽哉 502＋ 61：56．4� 31．5	
35 エコロワンダー 牡2栗 55

54 ☆藤田菜七子原村 正紀氏 根本 康広 平取 川向高橋育
成牧場 476－ 8 〃 クビ 87．3


47 トーセンジェロニモ 牡2栗 55 岩田 康誠島川 �哉氏 菊沢 隆徳 新冠 秋田牧場 490＋181：56．61� 21．7�
24 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 436＋ 61：56．91� 12．2
713 タカラチーター 牡2鹿 55 三浦 皇成村山 義男氏 藤原 辰雄 日高 原田牧場 456＋ 21：57．21	 73．4�
510 フライクーゲル 牡2鹿 55 池添 謙一水上 行雄氏 黒岩 陽一 浦河 笠松牧場 478± 01：59．0大差 26．8�
611 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± 01：59．32 424．0�
12 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 492＋ 41：59．72� 337．8�
815 ヴァンキッシュアイ 牡2鹿 55

54 ☆木幡 巧也会田 浩史氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 468＋ 21：59．8クビ 52．0�
714 バシクンレッツゴー 牡2栗 55 勝浦 正樹石橋 英郎氏 高橋 義博 新冠 上井農場 492± 02：00．22� 293．9�
59 グ ッ ト ラ ン 牝2鹿 54 丸田 恭介江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 430＋ 22：00．41� 227．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，049，200円 複勝： 75，268，600円 枠連： 21，458，800円
馬連： 89，464，700円 馬単： 47，576，300円 ワイド： 62，699，000円
3連複： 116，341，200円 3連単： 160，247，900円 計： 617，105，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，500円 複 勝 � 300円 � 110円 � 180円 枠 連（4－8） 800円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 4，150円

ワ イ ド �� 580円 �� 1，210円 �� 290円

3 連 複 ��� 2，930円 3 連 単 ��� 26，510円

票 数

単勝票数 計 440492 的中 � 23357（5番人気）
複勝票数 計 752686 的中 � 33804（5番人気）� 358787（1番人気）� 75509（2番人気）
枠連票数 計 214588 的中 （4－8） 20751（3番人気）
馬連票数 計 894647 的中 �� 44832（4番人気）
馬単票数 計 475763 的中 �� 8590（15番人気）
ワイド票数 計 626990 的中 �� 26808（4番人気）�� 11979（13番人気）�� 62092（2番人気）
3連複票数 計1163412 的中 ��� 29700（4番人気）
3連単票数 計1602479 的中 ��� 4382（80番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―37．1―50．0―1：02．5―1：15．2―1：28．1―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．3
1
3
4（10，16）3，8，14（1，6，15）（5，12）11（7，9，13）2
4（3，10，16）8，1（6，14，15，12）－5（13，7）－11，2，9

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

勝馬の
紹 介

ポートロイヤル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．9．16 中山12着

2016．3．4生 牡2黒鹿 母 グレナディーン 母母 タックスヘイブン 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルアメジスト号・ヴァンキッシュアイ号・バシクンレッツゴー号・グットラン号は，「タイムオーバー

による出走制限」のため，平成31年1月23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） 2頭 マイネルリガス号・ラウズアップ号

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８日



3308712月23日 曇 良 （30中山5）第8日 第3競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走10時35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
1：59．6
1：59．6

良
良

713 エ デ リ ー 牡2鹿 55 C．ルメールゴドルフィン 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 516－ 42：02．8 3．4�

510 レオンドーロ 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 新冠 ビッグレッドファーム 450－ 22：03．01� 3．4�
714 サトノエルドール 牡2鹿 55 O．マーフィー �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 追分ファーム 466＋ 4 〃 ハナ 4．4�

（英）

47 マイネルペンドラム 牡2栗 55 B．アヴドゥラ �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 458－ 82：03．1� 30．5�
（豪）

23 エターナルヴィテス 牡2鹿 55 田中 勝春永井 廣司氏 松山 将樹 浦河 櫛桁牧場 462＋ 62：03．2� 50．0	
611 ピ ン シ ェ ル 牡2鹿 55 横山 典弘岩﨑 伸道氏 高橋 文雅 洞�湖 レイクヴィラファーム 518＋ 22：03．51� 30．4

24 ヴィクトリーキー 牡2黒鹿55 池添 謙一 �シルクレーシング 黒岩 陽一 安平 有限会社 ノー

ザンレーシング 512＋142：03．6� 6．4�
12 ジュンサンム 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎河合 純二氏 田中 博康 安平 ノーザンファーム 468± 02：03．91� 68．9�
11 ゴーゴーナカヤマ 牡2青鹿55 嘉藤 貴行�中山牧場 高市 圭二 浦河 中山牧場 482－ 4 〃 ハナ 54．2
48 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 478＋ 6 〃 ハナ 23．2�
59 リ ゼ ブ ル ー 牝2芦 54 勝浦 正樹飯田 訓大氏 松山 将樹 浦河 赤田牧場 482＋ 2 〃 クビ 474．8�
612 ペイシャシキブ 牡2黒鹿55 丸田 恭介北所 直人氏 高橋 裕 新ひだか 有限会社石川牧場 472＋ 62：04．11� 100．1�
817 ショウナンランナー 牡2黒鹿55 内田 博幸国本 哲秀氏 国枝 栄 新ひだか 静内フアーム 494＋102：04．31 77．5�
818 ココリアッピア 牝2黒鹿54 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 440± 02：04．51� 105．6�
36 テ ィ ヤ ム 牝2青鹿54 伊藤 工真藤沼 利夫氏 金成 貴史 平取 スガタ牧場 448－ 42：04．71� 555．3�
715 カ ナ デ ル ハ 牝2鹿 54

53 ☆木幡 初也 �アフロin El Paso 小桧山 悟 浦河 	川 啓一 468＋ 6 〃 ハナ 527．1�
35 ファイティングマン 牡2鹿 55 M．デムーロ�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 518＋ 42：05．01� 10．6�
816 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 436－ 22：08．2大差 474．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 54，428，100円 複勝： 81，956，600円 枠連： 29，091，400円
馬連： 114，028，400円 馬単： 48，460，700円 ワイド： 80，435，000円
3連複： 156，869，500円 3連単： 182，308，400円 計： 747，578，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 120円 � 150円 枠 連（5－7） 350円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 250円 �� 320円 �� 260円

3 連 複 ��� 770円 3 連 単 ��� 3，760円

票 数

単勝票数 計 544281 的中 � 126124（1番人気）
複勝票数 計 819566 的中 � 144469（2番人気）� 200783（1番人気）� 130374（3番人気）
枠連票数 計 290914 的中 （5－7） 64230（1番人気）
馬連票数 計1140284 的中 �� 138536（1番人気）
馬単票数 計 484607 的中 �� 28625（3番人気）
ワイド票数 計 804350 的中 �� 82916（1番人気）�� 61703（3番人気）�� 78885（2番人気）
3連複票数 計1568695 的中 ��� 151136（1番人気）
3連単票数 計1823084 的中 ��� 35142（3番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．3―12．5―13．0―12．7―12．6―12．2―11．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．7―36．0―48．5―1：01．5―1：14．2―1：26．8―1：39．0―1：50．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F36．0
1
3

2，3（5，8）（4，10）（7，18）15（9，11）（13，16）（12，14）（1，17）－6
2，3（4，5，8）10（7，18）（11，13）（9，12，14）（15，17）（6，1）－16

2
4
2，3（4，5）（7，8）（11，10）（9，15，18）13（12，14）16（1，17）6・（2，3）（4，7，5，8）10（9，11，13）18（12，14，17）（6，15，1）＝16

勝馬の
紹 介

エ デ リ ー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dynaformer デビュー 2018．11．25 東京4着

2016．5．9生 牡2鹿 母 ヴ ァ レ リ カ 母母 Mandela 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トウカイビアンカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年1月23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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ミサトテスコ号
※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。

3308812月23日 曇 良 （30中山5）第8日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走11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
1：33．4
1：32．3

良
良

611 ブレイブメジャー 牡2鹿 55 池添 謙一 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 488 ―1：39．1 4．6�
815 ファンシーラン 牝2鹿 54

53 ☆木幡 巧也岡村 善行氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 416 ―1：39．52� 11．8�
36 プチティアレ 牝2黒鹿54 柴山 雄一落合 幸弘氏 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 452 ― 〃 クビ 5．5�
12 ショウナンサンキュ �2栗 55 内田 博幸国本 哲秀氏 古賀 史生 新冠 アラキフアーム 476 ―1：39．6	 16．5�
612 ムーンシェイプト 牝2鹿 54 B．アヴドゥラ �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 460 ―1：39．7クビ 4．4�

（豪）

510 アッチャイオ 牡2黒鹿55 戸崎 圭太落合 幸弘氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 432 ―1：39．8� 6．6	
59 ヤマニンベイパー 牡2黒鹿55 武士沢友治土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 498 ― 〃 ハナ 40．4

816 アービルビエント 牡2青鹿55 柴田 大知柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 512 ―1：39．9	 243．5�
714 タニセンボーラ 牡2栗 55 勝浦 正樹染谷 幸雄氏 加藤 和宏 浦河 梅田牧場 470 ―1：40．11� 108．2�
24 シゲルトルコイシ 牝2青鹿54 西田雄一郎森中 蕃氏 松山 将樹 日高 川端 正博 450 ― 〃 ハナ 90．6
47 ナリノヴェール 牝2鹿 54 田辺 裕信成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 450 ―1：40．2クビ 6．6�
11 カシマエンペラー 牡2青鹿55 嘉藤 貴行�カシマ 清水 英克 むかわ 上水牧場 466 ― 〃 クビ 154．5�
23 プリンセスシャイン 牝2黒鹿 54

53 ☆井上 敏樹中西 忍氏 林 徹 日高 若林 順一 390 ―1：40．3	 84．1�
713 ブリリアンティーン 牝2栗 54 福永 祐一吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 452 ―1：40．61	 25．6�
35 ハクシンドリーム 牝2鹿 54 黛 弘人新井原 博氏 伊藤 正徳 新冠 川上 悦夫 402 ―1：40．7クビ 147．9�
48 ミヤビアーク 牡2鹿 55 石川裕紀人村上 義勝氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 456 ―1：44．0大差 13．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，623，800円 複勝： 54，582，500円 枠連： 25，212，000円
馬連： 88，885，700円 馬単： 36，459，900円 ワイド： 53，300，200円
3連複： 102，502，100円 3連単： 117，913，400円 計： 520，479，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 200円 � 290円 � 200円 枠 連（6－8） 1，240円

馬 連 �� 2，720円 馬 単 �� 4，260円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 580円 �� 920円

3 連 複 ��� 3，700円 3 連 単 ��� 18，980円

票 数

単勝票数 計 416238 的中 � 71098（2番人気）
複勝票数 計 545825 的中 � 77628（2番人気）� 43319（6番人気）� 72958（3番人気）
枠連票数 計 252120 的中 （6－8） 15732（5番人気）
馬連票数 計 888857 的中 �� 26841（12番人気）
馬単票数 計 364599 的中 �� 6406（18番人気）
ワイド票数 計 533002 的中 �� 12766（12番人気）�� 24301（3番人気）�� 14673（11番人気）
3連複票数 計1025021 的中 ��� 20769（9番人気）
3連単票数 計1179134 的中 ��� 4503（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．7―37．7―51．2―1：03．4―1：15．5―1：27．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．9―3F35．7

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

勝馬の
紹 介

ブレイブメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 サクラバクシンオー 初出走

2016．4．2生 牡2鹿 母 シーイズトウショウ 母母 ジェーントウショウ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ムーンシェイプト号の騎手B．アヴドゥラは，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の28頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）28頭 アースペガー号・ウインロノ号・オイスターシーカー号・キョウエイサムソン号・ゲンパチカナ号・

コウジンシックス号・ゴールドヒューズ号・サマーアイランド号・サーチライト号・シッパイシナイノデ号・
シュテルンシチー号・ショウナンハルラ号・セオリー号・ソルヴィクトリア号・トーセンアメジスト号・
ナムラナマステ号・ニシノカツナリ号・パドゥバスク号・パロネラ号・ヒラリークイン号・ペイシャレーサー号・
マイキューティー号・ミエノオルフェ号・ヤマニンラファーガ号・ユイノニュータイプ号・ラディーチェ号・
ランドルーラー号・レッドルーナ号

※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 7日第 6競走）
〔その他〕　　テイエムフレイバー号は，競走中に疾病〔両橈骨遠位端骨折〕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。



3308912月23日 曇 良 （30中山5）第8日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走11時35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

59 ジ ョ ウ ラ ン 牡2栗 55 田辺 裕信山口 裕介氏 黒岩 陽一 新冠 須崎牧場 478＋ 81：10．8 30．4�
815 オリオンパッチ 牡2黒鹿55 M．デムーロ陳 立文氏 加藤 征弘 浦河 バンブー牧場 494＋ 41：11．11� 3．3�
48 スマートセラヴィー 牡2栗 55 C．ルメール 大川 徹氏 矢作 芳人 浦河 三嶋牧場 506－ 41：11．31� 2．7�
35 パイロテクニクス 牡2鹿 55 O．マーフィー �シルクレーシング 武藤 善則 新ひだか 原口牧場 496＋ 21：11．4� 4．1�

（英）

12 ス ズ ノ ウ メ 牝2鹿 54 柴田 善臣小紫惠美子氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 464－ 21：11．71� 75．9�
510 オーヴェルニュ 牡2鹿 55 戸崎 圭太杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 442－ 2 〃 ハナ 40．5	
36 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 456＋ 21：11．8� 31．6

11 ハンサムリー 牡2鹿 55 横山 典弘ニットー商事� 金成 貴史 新冠 斉藤 安行 458＋ 21：11．9クビ 48．1�
713	 セイウンコービー 牡2鹿 55 勝浦 正樹西山 茂行氏 森 秀行 米 Woodford

Thoroughbreds 520＋ 21：12．32� 204．0
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 488－ 21：12．4クビ 12．3�
24 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 482＋ 4 〃 クビ 113．6�
23 スマートスリロス 牝2鹿 54 三浦 皇成大川 徹氏 安田 隆行 日高 本間牧場 494＋181：12．93 28．0�
714	 エヴァキュアン 牡2黒鹿55 福永 祐一加藤 誠氏 中竹 和也 米 Godolphin 476＋ 21：13．21� 15．0�
611 プロトイチバンボシ 牡2栗 55 松岡 正海飯田 真也氏 浅野洋一郎 日高 中館牧場 494＋ 81：13．41� 191．0�
816 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 462＋ 41：13．5� 420．0�
612 レ サ イ ヤ 牡2黒鹿55 岩田 康誠落合 稔氏 今野 貞一 厚真 阿部 栄乃進 476－ 4 （競走中止） 63．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 65，891，200円 複勝： 84，847，100円 枠連： 26，897，600円
馬連： 133，915，500円 馬単： 57，323，500円 ワイド： 87，760，400円
3連複： 176，117，300円 3連単： 220，046，600円 計： 852，799，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，040円 複 勝 � 440円 � 140円 � 140円 枠 連（5－8） 1，610円

馬 連 �� 3，500円 馬 単 �� 10，040円

ワ イ ド �� 980円 �� 1，120円 �� 230円

3 連 複 ��� 3，440円 3 連 単 ��� 44，520円

票 数

単勝票数 計 658912 的中 � 17305（7番人気）
複勝票数 計 848471 的中 � 32537（8番人気）� 187927（1番人気）� 181077（2番人気）
枠連票数 計 268976 的中 （5－8） 12933（4番人気）
馬連票数 計1339155 的中 �� 31470（9番人気）
馬単票数 計 573235 的中 �� 4278（29番人気）
ワイド票数 計 877604 的中 �� 20693（9番人気）�� 17871（12番人気）�� 115116（1番人気）
3連複票数 計1761173 的中 ��� 38390（7番人気）
3連単票数 計2200466 的中 ��� 3583（115番人気）

ハロンタイム 11．7―10．7―11．2―12．1―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．4―33．6―45．7―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジ ョ ウ ラ ン �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 Storm Cat デビュー 2018．7．14 福島1着

2016．5．22生 牡2栗 母 ドーニングストーム 母母 Triumph At Dawn 5戦2勝 賞金 16，800，000円
〔競走中止〕 レサイヤ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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 イチゴミルフィーユ号・スポーカンテソーロ号・ニシノフルバンク号・ブルベアイリーデ号・モンペルデュ号
※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。

3309012月23日 曇 良 （30中山5）第8日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時25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

713 ダイワドノヴァン 牡4黒鹿57 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム B528＋ 41：52．6 3．2�
611� ア オ テ ン 牡5鹿 57 O．マーフィー �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 516＋ 41：52．7� 4．9�
（英）

48 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 538－ 21：52．8クビ 5．0�
35 シ ゲ ノ ブ 牡3黒鹿56 内田 博幸玉腰 勇吉氏 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 514＋181：53．43� 27．0�
612 ディーエスバズーカ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 508＋ 21：53．61 22．5�
12 レンジストライク 牡3黒鹿56 蛯名 正義 	サンデーレーシング 武井 亮 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 538＋121：53．7� 28．5

59 ギガバッケン 牡3鹿 56 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 558＋ 4 〃 ハナ 5．0�
36 サ ル ー テ 牡3鹿 56 三浦 皇成小菅 定雄氏 高木 登 千歳 社台ファーム 548＋101：53．8クビ 18．5�
816 トーセンウィナー 牝3栗 54 津村 明秀島川 哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 474± 01：54．11� 115．7�
714� 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 480－ 21：54．2� 17．6�
24 デルマカミカゼ 牡3黒鹿56 菅原 隆一浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 464＋201：54．41	 157．1�
23 レオステップアップ 牡3栗 56 黛 弘人�レオ 奥平 雅士 新ひだか 田中 裕之 494＋ 8 〃 アタマ 31．4�
47 ライクアロケット 
3鹿 56 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 日高 高柳 隆男 466－ 41：54．5� 33．7�
11 プリンセスタイム 牝4鹿 55

54 ☆木幡 巧也飯田 正剛氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 B454－ 61：55．45 233．5�
510 アカリダイヤモンド 牡3栗 56 柴田 大知小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 458＋ 41：55．5� 28．5�
815 ロ ブ ラ リ ア 牝3栗 54 石川裕紀人ディアレストクラブ� 田村 康仁 新ひだか 岡田スタツド 460± 01：59．1大差 224．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 57，621，500円 複勝： 84，381，600円 枠連： 31，035，400円
馬連： 139，081，000円 馬単： 55，547，300円 ワイド： 90，561，700円
3連複： 177，397，200円 3連単： 208，061，400円 計： 843，687，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 150円 � 160円 枠 連（6－7） 580円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 350円 �� 390円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，540円 3 連 単 ��� 5，630円

票 数

単勝票数 計 576215 的中 � 140687（1番人気）
複勝票数 計 843816 的中 � 180869（1番人気）� 139779（2番人気）� 119739（4番人気）
枠連票数 計 310354 的中 （6－7） 41103（1番人気）
馬連票数 計1390810 的中 �� 119180（1番人気）
馬単票数 計 555473 的中 �� 28548（1番人気）
ワイド票数 計 905617 的中 �� 67857（1番人気）�� 60381（2番人気）�� 39440（6番人気）
3連複票数 計1773972 的中 ��� 86327（2番人気）
3連単票数 計2080614 的中 ��� 26783（2番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．4―12．7―12．2―12．4―12．4―12．8―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―36．6―49．3―1：01．5―1：13．9―1：26．3―1：39．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダイワドノヴァン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2016．12．17 中山1着

2014．5．17生 牡4黒鹿 母 エールスタンス 母母 エリンバード 14戦3勝 賞金 23，900，000円
〔その他〕 ロブラリア号は，4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。
※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。



3309112月23日 曇 良 （30中山5）第8日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走12時55分 （芝・右・外）

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
1：06．7
1：06．5

良
良

815 リンシャンカイホウ 牡3鹿 56 C．ルメール �KTレーシング 田中 剛 新冠 パカパカ
ファーム 442＋101：09．3 3．0�

714 アラスカノオーロラ 牡3鹿 56
53 ▲野中悠太郎丸山 担氏 小島 茂之 浦河 伏木田牧場 452－ 41：09．4� 93．7�

23 ハイヤーアプシス 牝4黒鹿55 C．デムーロ 吉田 晴哉氏 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 422－121：09．5� 19．0�
（仏）

35 ハ ウ ナ ニ 牝3白 54 丸山 元気 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 488－ 41：09．6クビ 9．8�
816 プラトリーナ 牝5鹿 55 池添 謙一 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 424＋ 8 〃 クビ 10．1	
59 ライレローズ 牝3黒鹿54 O．マーフィー �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 442＋ 41：09．7� 3．0


（英）

510 ラヴィソント 牝4鹿 55 的場 勇人岡田 壮史氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 436＋ 61：09．91� 194．6�
36 アピールバイオ 牝4鹿 55

54 ☆木幡 巧也バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 460＋121：10．11� 76．8�
12 グッドジュエリー 牝3芦 54 武 豊長谷川光司氏 堀井 雅広 新ひだか 嶋田牧場 448± 0 〃 ハナ 11．8
11 ポンテファブリチオ 牡5鹿 57 B．アヴドゥラ 窪田 康志氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 514＋ 41：10．31� 28．3�

（豪）

611 サクラベルカント 牡6鹿 57 黛 弘人�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 山田牧場 538＋10 〃 ハナ 92．2�
24 グットクルサマー 	3栗 56 戸崎 圭太 �アフロin El Paso 国枝 栄 千歳 社台ファーム 478－121：10．83 16．3�
612
 ゴールデンビコー 牝3鹿 54

53 ☆藤田菜七子村山 忠弘氏 根本 康広 日高 鹿戸 正幸 434－151：11．33 129．7�
48 ル ア 牝4黒鹿55 丸田 恭介榊原 浩一氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 61：11．62 21．8�
47 キングドンドルマ 牡3青鹿56 松岡 正海田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 日高 船越牧場 466＋10 〃 クビ 16．9�
713
 サンモントレー 牝4栗 55

54 ☆武藤 雅 �加藤ステーブル 加藤 和宏 日高 有限会社
ケイズ B438＋151：11．91� 329．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 66，583，300円 複勝： 85，506，100円 枠連： 34，751，300円
馬連： 147，204，700円 馬単： 60，924，500円 ワイド： 93，945，200円
3連複： 178，176，400円 3連単： 216，298，300円 計： 883，389，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 170円 � 1，520円 � 390円 枠 連（7－8） 5，490円

馬 連 �� 17，940円 馬 単 �� 22，400円

ワ イ ド �� 5，170円 �� 1，080円 �� 18，570円

3 連 複 ��� 71，920円 3 連 単 ��� 353，980円

票 数

単勝票数 計 665833 的中 � 176749（1番人気）
複勝票数 計 855061 的中 � 173761（2番人気）� 11425（13番人気）� 51780（7番人気）
枠連票数 計 347513 的中 （7－8） 4902（18番人気）
馬連票数 計1472047 的中 �� 6765（46番人気）
馬単票数 計 609245 的中 �� 2039（68番人気）
ワイド票数 計 939452 的中 �� 4614（50番人気）�� 23275（12番人気）�� 1271（79番人気）
3連複票数 計1781764 的中 ��� 1858（163番人気）
3連単票数 計2162983 的中 ��� 443（806番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．1―11．7―11．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―33．6―45．3―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リンシャンカイホウ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Theatrical デビュー 2017．6．18 東京2着

2015．4．26生 牡3鹿 母 トリプルアクト 母母 Multiply 13戦2勝 賞金 34，998，000円
※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。
（非抽選馬） 5頭 エミーリオ号・スノーマン号・ドゥモワゼル号・プリティマックス号・レンベルガー号
※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。

3309212月23日 曇 良 （30中山5）第8日 第8競走 ��
��1，200�キャンドルライト賞

発走13時25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

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 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

35 マンカストラップ 牡4青鹿57 大野 拓弥�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 498＋ 81：10．6 26．2�
611 エ ニ グ マ 牡4鹿 57 O．マーフィー 石瀬 浩三氏 高橋 文雅 日高 いとう牧場 496＋ 2 〃 クビ 6．5�

（英）

47 ジ オ ラ マ 牡5栗 57 戸崎 圭太�G1レーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 528＋ 41：10．81� 13．8�
11 ブラックランナー 牡4鹿 57 福永 祐一 �カナヤマホール

ディングス 鈴木 孝志 新ひだか 千代田牧場 464± 0 〃 アタマ 12．4�
24 スズカグラーテ 牝4黒鹿55 M．デムーロ永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 474＋141：10．9	 2．1	
510 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 490－ 2 〃 アタマ 10．0

36 ギ ン ゴ ー 牡5鹿 57 杉原 誠人�ミルファーム 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 B504＋ 61：11．32	 134．7�
48 カレイドスコープ 牝3鹿 54 田辺 裕信�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか 本桐牧場 484＋141：11．4	 55．6�
23 キョウエイスコール 牡5栗 57 木幡 巧也田中 晴夫氏 勢司 和浩 新ひだか ヒサイファーム 502＋141：11．5	 378．7
12 ウエスタンオウジ 
8鹿 57 柴田 善臣西川 賢氏 大竹 正博 新ひだか ウエスタンファーム B488＋121：11．71� 397．9�
714 ホウオウジャッジ 牡3鹿 56 C．ルメール 小笹 芳央氏 矢野 英一 新ひだか 岡田スタツド 472＋101：11．91 6．7�
59 プリティクイーン 牝5栗 55 津村 明秀長谷川光司氏 杉山 晴紀 新冠 村上 欽哉 440－131：12．11	 104．4�
816 ア リ ア 牝3栗 54 武 豊樋口 稔氏 沖 芳夫 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋ 41：12．2クビ 11．7�
612� チリーシルバー 牝4栗 55 丸山 元気吉田 和美氏 萩原 清 米 Glencrest

Farm, LLC 498＋ 41：12．51� 28．6�
713 コスモジョーカー 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 508＋ 21：12．71� 281．6�
815 ミッキーグッドネス 牝5鹿 55 三浦 皇成野田みづき氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 B418＋ 41：13．02 31．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 85，456，900円 複勝： 122，461，100円 枠連： 36，178，800円
馬連： 198，565，800円 馬単： 84，063，900円 ワイド： 121，471，400円
3連複： 253，254，900円 3連単： 327，188，300円 計： 1，228，641，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，620円 複 勝 � 630円 � 250円 � 390円 枠 連（3－6） 5，600円

馬 連 �� 8，670円 馬 単 �� 19，210円

ワ イ ド �� 2，000円 �� 3，560円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 24，820円 3 連 単 ��� 193，950円

票 数

単勝票数 計 854569 的中 � 26052（8番人気）
複勝票数 計1224611 的中 � 45697（8番人気）� 144056（3番人気）� 80475（6番人気）
枠連票数 計 361788 的中 （3－6） 5000（22番人気）
馬連票数 計1985658 的中 �� 18876（23番人気）
馬単票数 計 840639 的中 �� 3282（57番人気）
ワイド票数 計1214714 的中 �� 15543（22番人気）�� 8599（38番人気）�� 28529（11番人気）
3連複票数 計2532549 的中 ��� 7650（65番人気）
3連単票数 計3271883 的中 ��� 1223（474番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．3―12．0―12．0―12．9

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マンカストラップ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ストーミングホーム デビュー 2016．6．25 函館3着

2014．3．24生 牡4青鹿 母 ヴ ァ ッ プ 母母 ビコーグレイス 19戦4勝 賞金 52，848，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 プッシュアゲン号
（非抽選馬）11頭 イザ号・エタニティーワルツ号・キタサンデイジー号・シゲルゴホウサイ号・シゲルコング号・

スーパーモリオン号・ディーズフェイク号・ニシノオリーブ号・ベルクリア号・マイウェイアムール号・
ロマンチスト号

※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。



3309312月23日 小雨 良 （30中山5）第8日 第9競走 ��
��2，500�グッドラックハンデキャップ

発走14時00分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，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 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
2：29．5
2：29．5

良
良

815 ヴァントシルム 牡4鹿 55 C．ルメール �キャロットファーム 須貝 尚介 洞�湖 レイクヴィラファーム B478－ 82：36．3 4．7�
510 サトノグロワール 牡3黒鹿55 B．アヴドゥラ �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 510－ 62：36．4� 2．4�

（豪）

48 マスターコード 牡4黒鹿55 勝浦 正樹�G1レーシング 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470＋ 6 〃 クビ 7．5�

35 ミルトプレスト 牡4鹿 56 柴田 善臣永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 日高 新井 昭二 514＋162：36．5� 14．2�
47 コスモジャーベ 牡5黒鹿55 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 坂本 智広 484－ 22：36．6� 62．2	
611 コスモピクシス 牝5黒鹿51 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 420＋ 8 〃 アタマ 66．9

714 トラストケンシン 牡3鹿 54 三浦 皇成菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 468＋102：36．7� 10．2�
11 グリントオブライト 牝5栗 52 武藤 雅 �サンデーレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 450＋ 42：36．91 7．0�
24 ヒメタチバナ 牝5黒鹿51 丸田 恭介岡田 勇氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 474＋ 42：37．0	 38．5
59 エストスペリオル 牡3鹿 53 C．デムーロ �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 452＋ 4 〃 ハナ 17．1�

（仏）

612 マイネルクラフト 牡5黒鹿53 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 ビッグレッドファーム 488＋ 4 〃 ハナ 146．0�

36 ベイビーステップ 牡4鹿 55 岩田 康誠大塚 亮一氏 菊川 正達 浦河 杵臼牧場 494＋ 42：37．21
 101．9�
816 マ ス ラ オ �4栗 55 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 440－ 22：37．3� 30．0�
713 サンデームーティエ 牡4栗 55 柴田 大知戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 442－ 42：38．15 37．6�
12 ニシノジャーニー 牡5青鹿54 野中悠太郎西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 436＋ 22：39．69 251．1�
（15頭）

23 ノチェブランカ 牝3芦 51 石川裕紀人吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 80，201，000円 複勝： 117，151，900円 枠連： 45，159，900円
馬連： 223，924，300円 馬単： 85，564，500円 ワイド： 138，392，000円
3連複： 287，886，600円 3連単： 363，980，300円 計： 1，342，260，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 150円 � 120円 � 190円 枠 連（5－8） 410円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 220円 �� 660円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，770円 3 連 単 ��� 8，560円

票 数

単勝票数 計 802010 的中 � 133970（2番人気）
複勝票数 計1171519 的中 � 188749（2番人気）� 311838（1番人気）� 129875（3番人気）
枠連票数 計 451599 的中 （5－8） 84187（1番人気）
馬連票数 計2239243 的中 �� 293745（1番人気）
馬単票数 計 855645 的中 �� 41663（2番人気）
ワイド票数 計1383920 的中 �� 190019（1番人気）�� 46785（6番人気）�� 81136（3番人気）
3連複票数 計2878866 的中 ��� 121508（1番人気）
3連単票数 計3639803 的中 ��� 30806（9番人気）

ハロンタイム 7．0―11．8―12．6―12．8―12．6―13．5―13．3―12．5―12．4―12．3―11．8―11．6―12．1

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―18．8―31．4―44．2―56．8―1：10．3―1：23．6―1：36．1―1：48．5―2：00．8―2：12．6―2：24．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヴァントシルム �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2016．12．23 阪神7着

2014．5．11生 牡4鹿 母 メジロシャレード 母母 メジロドーベル 10戦3勝 賞金 42，263，000円
〔出走取消〕 ノチェブランカ号は，疾病〔右前肢跛行〕のため出走取消。
※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 シャリオヴァルト号
※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。

3309412月23日 小雨 稍重 （30中山5）第8日 第10競走 ��
��1，200�2018フェアウェルステークス

発走14時35分 （ダート・右）
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

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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

48 シャインヴィットゥ 牡4芦 57 田中 勝春皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 492± 01：09．9 20．5�
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 492＋ 61：10．0� 3．9�
714 オーヴァーライト 牡3栗 56 O．マーフィー �サンデーレーシング 手塚 貴久 新冠 須崎牧場 504± 01：10．21	 7．1�

（英）

47 ルッジェーロ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太村木 隆氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 524＋121：10．3クビ 8．0�
36 
 アスタースウィング 牡4栗 57 三浦 皇成加藤 久枝氏 中竹 和也 米 WinStar

Farm, LLC B516＋ 4 〃 クビ 14．2	
815 タガノヴィッター 牡5鹿 57 H．ボウマン 八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 514± 01：10．61� 4．3

（豪）

35 ガ ン ジ ー 牡7栗 57 内田 博幸岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 512＋ 2 〃 クビ 57．2�
510 アシャカダイキ 牝4鹿 55 武 豊吉冨 学氏 鈴木 伸尋 安平 ノーザンファーム 490－ 21：10．7	 24．0�
713 モアニケアラ 牝6芦 55 横山 典弘名古屋友豊� 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 466± 01：10．91 55．8
611 ク ラ イ シ ス 牡5鹿 57 北村 宏司前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482－ 81：11．0	 18．8�
612 ビックリシタナモー 牡4黒鹿57 M．デムーロ小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 512＋ 81：11．21 5．5�
59 エメラルエナジー 牡6栗 57 石川裕紀人高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 B510＋ 8 〃 ハナ 97．0�
23 スリラーインマニラ �5鹿 57 松岡 正海古賀 慎一氏 武井 亮 浦河 惣田 英幸 450＋ 21：11．83	 205．5�
24 ウエスタンラムール 牡6黒鹿57 的場 勇人西川 賢氏 的場 均 新ひだか ウエスタンファーム 468－ 41：11．9	 361．7�
816 プリサイスエース 牡7栗 57 池添 謙一井山 登氏 奥村 武 新冠 芳住 鉄兵 514± 01：12．11 41．3�
12 クードラパン 牝5黒鹿55 岩田 康誠 �シルクレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 508＋ 41：12．2� 37．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 107，205，900円 複勝： 129，625，300円 枠連： 58，635，600円
馬連： 289，292，500円 馬単： 107，372，100円 ワイド： 151，450，500円
3連複： 363，347，000円 3連単： 460，420，900円 計： 1，667，349，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，050円 複 勝 � 460円 � 190円 � 230円 枠 連（1－4） 1，560円

馬 連 �� 4，210円 馬 単 �� 10，090円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 2，390円 �� 750円

3 連 複 ��� 11，570円 3 連 単 ��� 80，080円

票 数

単勝票数 計1072059 的中 � 41711（8番人気）
複勝票数 計1296253 的中 � 60530（8番人気）� 210270（2番人気）� 149453（4番人気）
枠連票数 計 586356 的中 （1－4） 29091（9番人気）
馬連票数 計2892925 的中 �� 56526（15番人気）
馬単票数 計1073721 的中 �� 7974（38番人気）
ワイド票数 計1514505 的中 �� 32050（12番人気）�� 15716（30番人気）�� 54135（6番人気）
3連複票数 計3633470 的中 ��� 23538（34番人気）
3連単票数 計4604209 的中 ��� 4168（266番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．0―11．8―11．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．4―45．2―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャインヴィットゥ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．7．2 福島10着

2014．3．15生 牡4芦 母 シャインセレブ 母母 マンハッタンセレブ 18戦5勝 賞金 65，593，000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 ビービーサレンダー号・プレシャスエース号
※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。

１レース目 ３レース目



3309512月23日 曇 稍重 （30中山5）第8日 第11競走 ��
��2，500�有 馬 記 念（ＧⅠ）

発走15時25分 （第63回グランプリ） （芝・右）
3歳以上，ファン投票および別に定める方法により選定された馬；負担重量は，3歳55�4
歳以上57�，牝馬2�減

日本馬主協会連合会会長賞・中山馬主協会賞（1着）
賞 品

本 賞 300，000，000円 120，000，000円 75，000，000円 45，000，000円 30，000，000円
付 加 賞 3，360，000円 960，000円 480，000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

中央レコード
レースレコード

2：29．5
2：29．5
2：29．5

良
良
良

48 ブラストワンピース 牡3鹿 55 池添 謙一 �シルクレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 534＋ 42：32．2 8．9�
612 レ イ デ オ ロ 牡4鹿 57 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 490＋ 8 〃 クビ 2．2�
815 シュヴァルグラン 牡6栗 57 H．ボウマン 佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 470＋ 22：32．41� 22．7�

（豪）

611 ミッキーロケット 牡5鹿 57 O．マーフィー 野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 472－ 22：32．71	 22．5�
（英）

714 キ セ キ 牡4黒鹿57 川田 将雅石川 達絵氏 中竹 和也 日高 下河辺牧場 506＋ 22：32．8
 5．9�
36 サトノダイヤモンド 牡5鹿 57 B．アヴドゥラ 	サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 506＋ 2 〃 クビ 18．1


（豪）

816� サクラアンプルール 牡7栗 57 田辺 裕信	さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 486＋182：32．9クビ 147．0�
23 モズカッチャン 牝4黒鹿55 M．デムーロ 	キャピタル・システム �島 一歩 日高 目黒牧場 486－ 42：33．0
 9．1�
11 オジュウチョウサン 牡7鹿 57 武 豊	チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 514＋ 2 〃 アタマ 9．2
24 マ カ ヒ キ 牡5鹿 57 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス	 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 504＋10 〃 アタマ 42．5�
510 ミッキースワロー 牡4鹿 57 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 480－ 22：33．1	 28．8�
59 � リ ッ ジ マ ン 牡5鹿 57 蛯名 正義�辻牧場 庄野 靖志 浦河 辻 牧場 446± 02：33．42 117．2�
713 スマートレイアー 牝8芦 55 戸崎 圭太大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 460－182：33．5クビ 196．6�
35 パフォーマプロミス 牡6栗 57 C．デムーロ �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 464＋102：33．71� 20．6�

（仏）

12 クリンチャー 牡4鹿 57 福永 祐一前田 幸治氏 宮本 博 新冠 平山牧場 490 2：33．8	 32．2�
47 サウンズオブアース 牡7黒鹿57 藤岡 佑介吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 504＋142：34．54 144．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 2，647，365，500円 複勝： 2，046，848，800円 枠連： 1，497，895，300円 馬連： 6，494，514，900円 馬単： 2，439，331，000円
ワイド： 2，799，988，100円 3連複： 9，250，942，400円 3連単：16，487，153，500円 5重勝： 856，860，300円 計： 44，520，899，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 270円 � 130円 � 370円 枠 連（4－6） 970円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 2，400円

ワ イ ド �� 460円 �� 2，560円 �� 690円

3 連 複 ��� 4，910円 3 連 単 ��� 25，340円

5 重 勝
対象競走：中山9R／阪神9R／中山10R／阪神10R／中山11R

キャリーオーバー 599，802，210円的中なし

票 数

単勝票数 計26473655 的中 � 2373632（3番人気）
複勝票数 計20468488 的中 � 1627630（4番人気）� 6045343（1番人気）� 1062649（6番人気）
枠連票数 計14978953 的中 （4－6）1187503（4番人気）
馬連票数 計64945149 的中 �� 5599980（3番人気）
馬単票数 計24393310 的中 �� 760986（5番人気）
ワイド票数 計27999881 的中 �� 1666661（3番人気）�� 259514（30番人気）�� 1044709（4番人気）
3連複票数 計92509424 的中 ���1412939（17番人気）
3連単票数 計164871535 的中 ��� 471662（70番人気）
5重勝票数 計8568603 的中なし

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
6．8―18．4―30．2―42．1―54．3―1：07．1―1：19．7―1：31．9―1：43．5―1：55．3―2：07．1―2：19．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブラストワンピース �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．11．19 東京1着

2015．4．2生 牡3鹿 母 ツルマルワンピース 母母 ツルマルグラマー 7戦5勝 賞金 438，508，000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。
（非抽選馬） 3頭 ハッピーグリン号・プラチナムバレット号・ベイビーステップ号
※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。

3309612月23日 曇 稍重 （30中山5）第8日 第12競走 ��
��1，200�クリスマスカップ

発走16時05分 （芝・右・外）
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

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
1：06．7
1：06．5

良
良

36 スワーヴアーサー 牡5鹿 57 C．ルメール�NICKS 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 492－ 81：09．3 2．5�
12 ビ リ ー バ ー 牝3黒鹿54 大野 拓弥�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 452－ 61：09．4� 6．5�
611 ショウナンマッシブ 牡4鹿 57 内田 博幸国本 哲秀氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 480± 01：09．61� 6．6�
816 ア ー ヒ ラ 牝3芦 54 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 434＋ 21：09．81� 61．2�
713 オジョーノキセキ 牝3鹿 54 北村 宏司前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 506＋ 21：09．9クビ 14．0	
714 ツ ヅ ク 牝4鹿 55 三浦 皇成清水 敏氏 伊藤 大士 新ひだか 岡田スタツド 450＋ 2 〃 ハナ 61．0

23 ピ ナ ク ル ズ 	5黒鹿57 江田 照男ライオンレースホース� 大江原 哲 むかわ 真壁 信一 500－101：10．0
 154．3�
612 ア リ ン ナ 牝4鹿 55 柴田 大知 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 上原 博之 新ひだか 岡田スタツド 434± 01：10．1クビ 64．4�
59 サラデコラシオン 牝4栗 55 池添 謙一川崎 賢二氏 岩戸 孝樹 新冠 前川 隆範 438－ 2 〃 クビ 27．6
24 ラ ブ タ ー ボ 牝5鹿 55 藤田菜七子田頭 勇貴氏 大江原 哲 新ひだか 西村 和夫 442＋ 41：10．2クビ 73．2�
815 ウ ィ ズ 牡3鹿 56 C．デムーロ �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新冠 ラツキー牧場 482＋ 4 〃 クビ 5．9�
（仏）

11 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 496＋ 8 〃 アタマ 8．8�
510 ス フ ェ ー ン 牡5鹿 57 木幡 巧也キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 笹地牧場 464± 01：10．3クビ 312．4�
47 パルティトゥーラ 牝4黒鹿55 O．マーフィー �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 472－ 4 〃 クビ 12．9�

（英）

48 クラウンアゲン 牝5青鹿55 岩部 純二浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 矢野牧場 452＋ 2 〃 アタマ 188．8�
35 クリノダイスーシー 牡6鹿 57 勝浦 正樹栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 厚賀古川牧場 512＋ 81：10．61
 154．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 170，264，200円 複勝： 153，285，700円 枠連： 87，299，600円
馬連： 366，213，200円 馬単： 144，094，700円 ワイド： 191，271，100円
3連複： 464，794，000円 3連単： 688，255，200円 計： 2，265，477，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 180円 � 170円 枠 連（1－3） 480円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 400円 �� 390円 �� 710円

3 連 複 ��� 2，340円 3 連 単 ��� 7，890円

票 数

単勝票数 計1702642 的中 � 541797（1番人気）
複勝票数 計1532857 的中 � 357871（1番人気）� 193402（3番人気）� 221098（2番人気）
枠連票数 計 872996 的中 （1－3） 138687（1番人気）
馬連票数 計3662132 的中 �� 286028（2番人気）
馬単票数 計1440947 的中 �� 71666（2番人気）
ワイド票数 計1912711 的中 �� 125401（3番人気）�� 129192（2番人気）�� 65045（10番人気）
3連複票数 計4647940 的中 ��� 148608（5番人気）
3連単票数 計6882552 的中 ��� 63184（6番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．1―11．8―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．5―45．3―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スワーヴアーサー �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2015．12．20 阪神6着

2013．2．18生 牡5鹿 母 メイキアシー 母母 Gwynn 16戦4勝 賞金 47，900，000円
〔制裁〕 スワーヴアーサー号の騎手C．ルメールは，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：13

番）
オジョーノキセキ号の騎手北村宏司は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：10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 ジュンドリーム号
※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。

５レース目



（30中山5）第8日 12月23日 （祝日） 曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重
良後稍重

競走回数 12回 出走頭数 193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

774，690，000円
7，780，000円
25，460，000円
6，880，000円
100，560，000円
57，000，000円
81，241，000円
5，610，000円
1，852，800円

勝馬投票券売得金
3，458，069，300円
3，179，152，100円
1，909，017，500円
8，364，883，400円
3，214，145，800円
3，923，479，000円
11，633，681，700円
19，607，231，500円
856，860，300円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 56，146，520，600円

総入場人員 100，189名 （有料入場人員 91，392名）
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