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00001 1月5日 晴 良 （31中山1）第1日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走9時55分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

59 サニークラウド 牡3鹿 56 O．マーフィー 髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社
吉田ファーム 500＋141：12．9 3．9�

（英）

714 リ ゼ 牝3栗 54
52 △横山 武史榊原 浩一氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 448＋101：13．0� 76．2�

510 ジョガールボニート 牡3青鹿56 石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 454＋ 61：13．21� 5．6�
36 ステイホット 牝3栗 54 大野 拓弥小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 474－ 2 〃 アタマ 2．4�
48 セイウンクロノス 牡3青鹿56 内田 博幸西山 茂行氏 奥平 雅士 日高 野島牧場 438＋ 41：13．41� 11．8�
713 シゲルホタルイシ 牡3栗 56

55 ☆武藤 雅森中 蕃氏 水野 貴広 浦河 中村 雅明 B482± 0 〃 クビ 8．0�
816 ロンリーウェイ 牡3青鹿 56

55 ☆井上 敏樹小原準一郎氏 田島 俊明 新冠 有限会社 大
作ステーブル 476＋ 61：13．5クビ 25．1	

815 ヴォルターウルフ 牡3鹿 56
55 ☆木幡 巧也 Him Rock Racing

ホールディングス
 上原 博之 浦河 �川 啓一 492＋101：13．92� 78．6�
24 セイウンメラビリア 牝3青鹿54 村田 一誠西山 茂行氏 中舘 英二 新冠 石郷岡 雅樹 466＋101：14．32� 299．7�
11 サトノジョニー 牡3栗 56 松岡 正海 
サトミホースカンパニー 田中 剛 新ひだか 千代田牧場 512＋30 〃 アタマ 40．3
612 コーリンベイダー 牡3黒鹿56 丹内 祐次伊藤 恵介氏 柴田 政人 新ひだか 前谷 武志 484＋ 61：14．4クビ 271．4�
35 サバイバルトリック 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎福田 光博氏 根本 康広 日高 原田牧場 450－ 2 〃 クビ 26．7�
47 ボルンタード 牡3鹿 56 戸崎 圭太西森 鶴氏 高橋 義博 新冠 オリエント牧場 468＋ 41：14．5クビ 20．1�
611 フレンドリボン 牝3鹿 54

53 ☆藤田菜七子横尾 晴人氏 南田美知雄 日高 クリアファーム 444＋121：14．6� 71．3�
23 ギ ュ ウ ホ 牡3鹿 56 杉原 誠人�ミルファーム 田中 清隆 新ひだか 神垣 道弘 444＋ 81：15．13 283．1�
12 ツギノイッテ 牡3黒鹿56 西田雄一郎西村新一郎氏 天間 昭一 青森 織笠 時男 464＋ 81：15．73� 340．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，442，000円 複勝： 62，512，600円 枠連： 23，649，700円
馬連： 92，837，500円 馬単： 44，665，600円 ワイド： 66，930，800円
3連複： 139，009，100円 3連単： 160，757，300円 計： 628，804，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 1，270円 � 220円 枠 連（5－7） 930円

馬 連 �� 19，610円 馬 単 �� 28，970円

ワ イ ド �� 3，950円 �� 580円 �� 5，670円

3 連 複 ��� 31，060円 3 連 単 ��� 238，830円

票 数

単勝票数 計 384420 的中 � 78684（2番人気）
複勝票数 計 625126 的中 � 121358（2番人気）� 9293（10番人気）� 77656（4番人気）
枠連票数 計 236497 的中 （5－7） 19696（5番人気）
馬連票数 計 928375 的中 �� 3668（37番人気）
馬単票数 計 446656 的中 �� 1156（61番人気）
ワイド票数 計 669308 的中 �� 4197（32番人気）�� 32047（6番人気）�� 2907（40番人気）
3連複票数 計1390091 的中 ��� 3356（69番人気）
3連単票数 計1607573 的中 ��� 488（437番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．6―12．3―12．7―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．4―46．7―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サニークラウド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2018．9．23 中山3着

2016．2．16生 牡3鹿 母 ワインレッド 母母 フェアレストケープ 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 サバイバルトリック号の騎手野中悠太郎は，負担重量について注意義務を怠り戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 テイエムロケット号・ドラマ号・ネローネ号・フルゴラ号
（非抽選馬） 2頭 シンボリビーノ号・ダズリングビーチ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

00002 1月5日 晴 良 （31中山1）第1日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時25分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

48 アンジェリーブル 牝3栗 54 三浦 皇成�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 442＋ 81：55．5 30．0�
47 グラスミルキー 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也半沢� 尾形 和幸 新ひだか 静内フジカワ牧場 492＋121：56．13� 90．0�
59 フローラルパーク 牝3栗 54 F．ミナリク髙橋 正雄氏 加藤 征弘 新冠 ムラカミファーム 494＋ 61：56．2クビ 2．8�

（独）

714 アドアステラ 牝3栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム B442－ 21：56．3� 3．5�
23 コンスタンティナ 牝3鹿 54 勝浦 正樹山本三津子氏 中野 栄治 新ひだか 田上 徹 480－ 6 〃 クビ 3．6�
713 ジュエルインザサン 牝3鹿 54 F．ブロンデル �シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 472＋ 81：57．25 25．6	

（仏）

12 エフルラージュ 牝3栗 54 北村 宏司
ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社
ノースヒルズ 480＋ 41：57．3� 17．5�

611 ノーブルテラ 牝3鹿 54 O．マーフィー 吉木 伸彦氏 久保田貴士 新ひだか 服部 牧場 478＋ 41：57．83 25．0�
（英）

815 クイックステップ 牝3青鹿54 大野 拓弥
ラ・メール 高木 登 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 496＋ 21：57．9� 37．0

510 グラスプレシャス 牝3青鹿 54
51 ▲木幡 育也半沢� 松山 将樹 安平 ノーザンファーム 484＋ 81：58．0クビ 146．7�

35 メイクアノイズ 牝3鹿 54 田辺 裕信�高橋ファーム 林 徹 新冠 ムラカミファーム 460－ 4 〃 クビ 26．9�
36 ジャストベリー 牝3栗 54 丸田 恭介 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 436＋101：58．21� 115．0�
816 フォーアネーム 牝3鹿 54 津村 明秀 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 498－ 21：59．58 15．8�
612 タッカーアリシア 牝3鹿 54

52 △横山 武史小松崎 孝氏 鈴木 伸尋 新ひだか 久井牧場 460－ 4 〃 アタマ 130．3�
11 デルマエトワール 牝3芦 54

53 ☆藤田菜七子浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 496＋182：01．8大差 66．1�
24 ミーラークルム 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 浦河 中村 雅明 468± 0 （競走中止） 462．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，113，900円 複勝： 54，055，800円 枠連： 20，810，600円
馬連： 84，279，500円 馬単： 38，604，300円 ワイド： 60，598，400円
3連複： 124，933，900円 3連単： 144，257，800円 計： 566，654，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，000円 複 勝 � 630円 � 1，390円 � 180円 枠 連（4－4） 53，050円

馬 連 �� 50，790円 馬 単 �� 110，080円

ワ イ ド �� 10，930円 �� 2，130円 �� 3，590円

3 連 複 ��� 73，310円 3 連 単 ��� 726，290円

票 数

単勝票数 計 391139 的中 � 10416（9番人気）
複勝票数 計 540558 的中 � 19532（7番人気）� 8304（11番人気）� 104040（3番人気）
枠連票数 計 208106 的中 （4－4） 304（34番人気）
馬連票数 計 842795 的中 �� 1286（64番人気）
馬単票数 計 386043 的中 �� 263（130番人気）
ワイド票数 計 605984 的中 �� 1411（62番人気）�� 7452（23番人気）�� 4349（28番人気）
3連複票数 計1249339 的中 ��� 1278（125番人気）
3連単票数 計1442578 的中 ��� 144（975番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―12．6―13．1―12．6―12．7―12．8―13．1―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―37．1―50．2―1：02．8―1：15．5―1：28．3―1：41．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．7―3F40．0
1
3
8（1，16）（10，15）（2，3，12，11）（5，7，14）4（6，9）13
8－（16，15）（12，14）9（3，11）1（10，7）2，5（6，13）4

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

勝馬の
紹 介

アンジェリーブル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．7．14 福島2着

2016．5．8生 牝3栗 母 デ ラ モ ー レ 母母 ベラミアモーレ 6戦1勝 賞金 9，300，000円
〔競走中止〕 ミーラークルム号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 ミーラークルム号は，競走中に異常歩様となっ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〕 デルマエトワール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年2月5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。

第１回 中山競馬 第１日



00003 1月5日 晴 良 （31中山1）第1日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時55分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

12 アシャカトブ 牡3栗 56
55 ☆武藤 雅吉冨 学氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田牧場 502＋ 61：55．8 2．4�

612 マイネルイヴィンス 牡3栗 56 柴田 大知 �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 504－ 21：55．9� 17．2�

59 ファンタスティック 牡3栗 56 内田 博幸佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム 468± 01：57．28 86．6�
611� ダラステソーロ 牝3鹿 54 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 米 Christiana
Stables LLC 466± 01：57．52 5．5�

815 ボヘミアラプソディ 牡3鹿 56 O．マーフィー 平井 裕氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B478－ 21：57．6クビ 5．4�
（英）

23 ゲンパチシャドウ 牡3鹿 56 石川裕紀人平野 武志氏 田村 康仁 新ひだか 前川 勝春 468＋ 4 〃 クビ 16．5	
24 テンプテーション 牡3鹿 56 松岡 正海嶋田 賢氏 手塚 貴久 新ひだか 岡田牧場 470－ 61：57．7クビ 67．7

11 コ ン シ ー ド 牡3栗 56 丹内 祐次河村 祥史氏 天間 昭一 新ひだか 本桐牧場 456＋ 2 〃 アタマ 83．5�
48 ゴールドソックス 牡3栗 56

55 ☆木幡 巧也澤田 孝之氏 牧 光二 新ひだか 三石橋本牧場 496－ 61：58．33� 9．2�
47 コパノサンデー 	3青鹿 56

55 ☆藤田菜七子小林 照弘氏 和田 勇介 新ひだか 沖田 忠幸 434－ 21：58．4クビ 56．4
36 ナックゼウス 牡3栗 56 大野 拓弥小松 欣也氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 502＋ 4 〃 ハナ 7．7�
35 ス パ シ ー バ 牝3鹿 54

52 △横山 武史�KTレーシング 上原 博之 浦河 桑田牧場 B456－14 〃 クビ 125．5�
510 ダイレクトフライト 牡3鹿 56 北村 宏司�G1レーシング 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋261：58．5� 21．9�
713 モリトシュン 牡3青鹿56 武士沢友治石橋 忠之氏 堀井 雅広 日高 日高大洋牧場 490－ 41：58．92� 242．3�
714 ペシュウィズダム 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也福原 晃氏 柴田 政人 新ひだか 米田牧場 426± 01：59．53� 332．8�
816 サンヴァレーホ 牡3鹿 56 村田 一誠 �加藤ステーブル 中舘 英二 日高 三輪牧場 444－ 62：00．45 355．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，021，900円 複勝： 62，205，000円 枠連： 23，754，200円
馬連： 96，119，800円 馬単： 41，307，000円 ワイド： 63，349，200円
3連複： 128，857，300円 3連単： 148，274，000円 計： 605，888，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 340円 � 1，150円 枠 連（1－6） 590円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 2，600円

ワ イ ド �� 680円 �� 2，990円 �� 11，200円

3 連 複 ��� 35，740円 3 連 単 ��� 101，890円

票 数

単勝票数 計 420219 的中 � 138401（1番人気）
複勝票数 計 622050 的中 � 170012（1番人気）� 40383（6番人気）� 9938（10番人気）
枠連票数 計 237542 的中 （1－6） 31105（1番人気）
馬連票数 計 961198 的中 �� 41495（6番人気）
馬単票数 計 413070 的中 �� 11908（8番人気）
ワイド票数 計 633492 的中 �� 25631（7番人気）�� 5319（28番人気）�� 1395（61番人気）
3連複票数 計1288573 的中 ��� 2704（78番人気）
3連単票数 計1482740 的中 ��� 1055（278番人気）

ハロンタイム 13．0―12．1―12．4―12．7―13．0―13．2―13．1―13．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．1―37．5―50．2―1：03．2―1：16．4―1：29．5―1：43．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．6―3F39．4
1
3

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アシャカトブ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．11．4 東京4着

2016．3．12生 牡3栗 母 ヴェリタスマリコ 母母 アサクサコンソメ 4戦1勝 賞金 9，400，000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 エコロシンフォニー号・ショウナンサジン号・ニシノアメイズ号
※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。

00004 1月5日 晴 良 （31中山1）第1日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時25分 （ダート・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

612 アイルチャーム 牝3栗 54
53 ☆武藤 雅 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 450 ―1：13．6 25．1�
35 ベルキューティ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 420 ― 〃 クビ 2．0�
23 コウユークロガヨカ 牡3黒鹿56 大野 拓弥加治屋貞光氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 472 ―1：13．7クビ 8．7�
816 アサクサアンデス 牡3鹿 56 F．ミナリク田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 480 ―1：14．23 4．0�

（独）

815 ライフアンドソウル 牝3芦 54 菅原 隆一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 的場 均 日高 宝寄山 忠則 458 ―1：14．83� 145．7�

611 ザセイシュンズモウ 牝3栗 54 宮崎 北斗芳賀 克也氏 伊藤 伸一 浦河 荻伏三好フ
アーム 424 ―1：14．9クビ 40．1	

59 フォワードプッシュ 牡3鹿 56
53 ▲野中悠太郎鈴木 正浩氏 伊藤 大士 新ひだか 静内フジカワ牧場 446 ―1：15．11� 97．7


36 ゴールドヒューズ 	3鹿 56 的場 勇人藤田 孟司氏 的場 均 新冠 川上牧場 496 ―1：15．31� 37．8�
48 ゲンパチカナ 牝3鹿 54 江田 照男平野 武志氏 田村 康仁 新ひだか チャンピオンズファーム 442 ― 〃 クビ 29．2�
11 キングキャラット 牡3栗 56 岩部 純二田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 熊谷 武 512 ―1：15．5
 56．6
12 キモンカラー 牝3栗 54

53 ☆藤田菜七子小林 祥晃氏 斎藤 誠 新ひだか 西村 和夫 430 ― 〃 ハナ 12．5�
47 ハ ナ ダ マ 牝3栗 54 柴田 大知�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 448 ―1：15．92� 12．9�
24 ウィスティアラ 牝3青鹿 54

52 △横山 武史熊谷 貴之氏 的場 均 浦河 辻 牧場 420 ―1：16．0
 73．3�
510 パドゥバスク 牝3鹿 54 柴田 善臣小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 500 ―1：16．42� 18．7�
714 ジャストインタイム 牡3栗 56 丹内 祐次下河邉行信氏 伊藤 伸一 日高 坂 牧場 470 ―1：16．61� 50．1�
713 アリコルージュ 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 日高 若林 順一 442 ― （競走中止） 305．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，961，700円 複勝： 46，530，400円 枠連： 21，545，200円
馬連： 72，398，600円 馬単： 37，501，600円 ワイド： 50，279，700円
3連複： 95，068，100円 3連単： 115，353，100円 計： 478，638，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，510円 複 勝 � 390円 � 130円 � 210円 枠 連（3－6） 1，170円

馬 連 �� 2，230円 馬 単 �� 7，390円

ワ イ ド �� 850円 �� 1，850円 �� 410円

3 連 複 ��� 4，430円 3 連 単 ��� 47，680円

票 数

単勝票数 計 399617 的中 � 12692（7番人気）
複勝票数 計 465304 的中 � 22128（7番人気）� 131932（1番人気）� 52811（3番人気）
枠連票数 計 215452 的中 （3－6） 14222（4番人気）
馬連票数 計 723986 的中 �� 25109（7番人気）
馬単票数 計 375016 的中 �� 3803（23番人気）
ワイド票数 計 502797 的中 �� 14909（7番人気）�� 6506（21番人気）�� 33989（2番人気）
3連複票数 計 950681 的中 ��� 16074（9番人気）
3連単票数 計1153531 的中 ��� 1754（127番人気）

ハロンタイム 12．2―11．4―11．7―12．6―12．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．6―35．3―47．9―1：00．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイルチャーム �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

2016．4．3生 牝3栗 母 シャルマンレーヌ 母母 ジョージビューティ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔競走中止〕 アリコルージュ号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため4コーナー手前で競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の32頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）32頭 アヴェントゥリスト号・アヴォンリー号・アンクール号・ウインライジン号・ウシェーランケー号・カシノブレンド号・

キタノキセキ号・キャメロン号・キンシロウ号・クリアセーリング号・サンウォータールー号・
シェアザプレジャー号・スマートエリス号・スマートマルシェ号・タイセイアルディ号・テイエムラビット号・
デルマヴェルサイユ号・トート号・ニシノヴォーカル号・ノボガンコ号・ノルニル号・フリータックス号・
ペイシャエスティマ号・ペイシャスムーズ号・ベストマジック号・マブシスギル号・マリアズハート号・
ララクリュサオル号・リトルエイト号・リーチザサミット号・ルナーレス号・レイナアブソルータ号

※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。



00005 1月5日 晴 良 （31中山1）第1日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時15分 （芝・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

48 ヒシゲッコウ 牡3黒鹿56 石橋 脩阿部 雅英氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 484 ―2：02．4 4．3�
713 ブルーエクセレンス 牡3青鹿56 武 豊ゴドルフィン 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496 ―2：02．71� 2．1�
12 ダンスディライト 牡3黒鹿56 横山 典弘 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 518 ―2：02．91 8．2�
510 オールイズスパーブ 牝3青鹿54 柴田 善臣藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 444 ―2：03．21� 200．5�
23 タイキウォレス 牡3芦 56 丸田 恭介�大樹ファーム 大竹 正博 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 456 ― 〃 アタマ 202．2�
815 フジマサディープ 牡3鹿 56 三浦 皇成藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 山岸 康 504 ― 〃 クビ 18．4	
24 スタープレゼンス 牡3栗 56 柴田 大知�ヤナガワ牧場 黒岩 陽一 日高 ヤナガワ牧場 430 ―2：03．3� 179．0

612 モッシュピット 牝3鹿 54 松岡 正海�G1レーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 472 ―2：03．51� 64．1�
35 レッドゼニス 牡3鹿 56 O．マーフィー �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 482 ― 〃 アタマ 6．1

（英）

11 オイスターシーカー 牡3青鹿56 伊藤 工真ゴドルフィン 金成 貴史 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 462 ―2：03．6� 59．2�

47 アレスグーテ 牡3鹿 56 津村 明秀 �カナヤマホール
ディングス 竹内 正洋 新ひだか 中田 英樹 486 ―2：03．7	 14．5�

611 ダークオブザナイト 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 尾関 知人 新ひだか 岡田スタツド 504 ―2：03．91 26．1�

714 ゴールデンサイクル 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行髙岡 浩行氏 清水 英克 浦河 畔高牧場 462 ―2：04．32	 161．9�
59 カーリングストーン 牡3鹿 56

54 △横山 武史國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム 466 ―2：04．51� 91．7�
816 トーセントルマリン 牝3黒鹿54 江田 照男島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 512 ―2：07．5大差 189．0�
36 ロマンチックキス 牝3黒鹿 54

53 ☆藤田菜七子 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 456 ―2：10．6大差 34．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 52，212，900円 複勝： 63，208，700円 枠連： 24，429，600円
馬連： 92，956，500円 馬単： 49，008，400円 ワイド： 60，997，300円
3連複： 118，020，800円 3連単： 158，435，800円 計： 619，270，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 130円 � 110円 � 200円 枠 連（4－7） 410円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 220円 �� 490円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，020円 3 連 単 ��� 5，100円

票 数

単勝票数 計 522129 的中 � 97004（2番人気）
複勝票数 計 632087 的中 � 134141（2番人気）� 179069（1番人気）� 54700（4番人気）
枠連票数 計 244296 的中 （4－7） 45447（1番人気）
馬連票数 計 929565 的中 �� 149263（1番人気）
馬単票数 計 490084 的中 �� 30084（4番人気）
ワイド票数 計 609973 的中 �� 79352（1番人気）�� 28357（5番人気）�� 38628（3番人気）
3連複票数 計1180208 的中 ��� 86244（2番人気）
3連単票数 計1584358 的中 ��� 22482（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．9―37．3―49．7―1：02．5―1：14．5―1：26．5―1：38．4―1：50．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒシゲッコウ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ファルブラヴ 初出走

2016．2．9生 牡3黒鹿 母 ラ ル ケ ッ ト 母母 ア ズ サ ユ ミ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロマンチックキス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年2月5日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）11頭 アートノーブル号・エレヴァージュ号・グラディオロ号・コリンズクレスト号・ザダル号・シントークロヒメ号・

セイウンフェアリー号・ナイトオブゴールド号・ヒドゥンヴェール号・ミッキーフォンテン号・レッドパルテール号
※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。

00006 1月5日 晴 良 （31中山1）第1日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時45分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

33 エングレーバー 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 456＋ 62：02．4 11．1�
79 エスポワール 牝3栗 54 戸崎 圭太近藤 英子氏 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 468－ 22：02．61 6．0�
67 ラ ー ジ ヒ ル 牡3鹿 56 内田 博幸�リーヴァ 林 徹 新ひだか 三石橋本牧場 480＋ 2 〃 ハナ 24．1�
56 プランドラー 牡3鹿 56 F．ブロンデル �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 468－ 22：02．81 5．5�

（仏）

11 クラサーヴィツァ 牝3栗 54 三浦 皇成�KTレーシング 武井 亮 洞�湖 レイクヴィラファーム 440＋ 42：03．01� 14．5	
44 ラストヌードル 牡3鹿 56 田辺 裕信増田 和啓氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 504＋ 82：03．21� 2．2

68 ブランクエンド 牡3鹿 56 F．ミナリク諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 470－ 2 〃 クビ 6．7�

（独）

811 インテンスライト 牡3鹿 56 O．マーフィー 堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 新冠 カミイスタット 490＋ 8 〃 アタマ 16．7�
（英）

710 ディーイストワール 牡3鹿 56 蛯名 正義嶋田 一成氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 462－ 42：03．3クビ 41．7
22 マイネルエキサイト 牡3青鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新ひだか 坂本 春雄 478＋ 8 〃 クビ 72．1�
55 タイセイモナーク 牡3鹿 56

55 ☆武藤 雅田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 464－ 62：04．04 117．2�
812	 スズカユース 牝3栗 54 北村 宏司永井 啓弍氏 田中 淳司 新ひだか グランド牧場 448＋ 62：04．74 184．6�

（北海道）

（12頭）

売 得 金
単勝： 57，466，200円 複勝： 80，531，900円 枠連： 19，316，100円
馬連： 115，293，600円 馬単： 57，736，000円 ワイド： 74，687，000円
3連複： 144，492，700円 3連単： 214，773，800円 計： 764，297，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 340円 � 200円 � 540円 枠 連（3－7） 2，940円

馬 連 �� 3，190円 馬 単 �� 7，540円

ワ イ ド �� 930円 �� 2，720円 �� 1，870円

3 連 複 ��� 19，630円 3 連 単 ��� 111，860円

票 数

単勝票数 計 574662 的中 � 41217（5番人気）
複勝票数 計 805319 的中 � 60275（5番人気）� 123190（3番人気）� 33691（8番人気）
枠連票数 計 193161 的中 （3－7） 5091（10番人気）
馬連票数 計1152936 的中 �� 27949（11番人気）
馬単票数 計 577360 的中 �� 5741（24番人気）
ワイド票数 計 746870 的中 �� 21352（10番人気）�� 6901（29番人気）�� 10162（25番人気）
3連複票数 計1444927 的中 ��� 5520（60番人気）
3連単票数 計2147738 的中 ��� 1392（330番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―13．0―12．8―12．9―12．4―12．2―11．9―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―36．9―49．7―1：02．6―1：15．0―1：27．2―1：39．1―1：50．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エングレーバー �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．10．7 京都1着

2016．2．26生 牡3鹿 母 マルティンスターク 母母 ラ テ ル ネ 2戦2勝 賞金 14，200，000円
〔制裁〕 ラストヌードル号の騎手田辺裕信は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11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。



00007 1月5日 晴 良 （31中山1）第1日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時15分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

714 サトノディード 牡4青鹿56 O．マーフィー �サトミホースカンパニー 国枝 栄 千歳 社台ファーム 506＋ 81：54．3 3．6�
（英）

48 ロ ジ テ ィ ナ 牡4黒鹿56 横山 典弘久米田正明氏 新開 幸一 新冠 新冠橋本牧場 550＋14 〃 クビ 2．8�
612� ヒロノワカムシャ 	5黒鹿57 江田 照男小野 博郷氏 柴田 政人 日高 ファーミングヤナキタ 480＋ 21：54．61
 76．4�
35 オウケンスターダム 牡5鹿 57 北村 宏司福井 明氏 国枝 栄 浦河 辻 牧場 484± 01：55．02
 50．5�
23 リョウランヒーロー 牡5黒鹿 57

55 △横山 武史佐藤 啓子氏 小野 次郎 新ひだか 米田牧場 490＋ 61：55．1
 7．5�
815� ランニングウインド 牡5鹿 57 三浦 皇成島川 	哉氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 492＋ 81：55．31
 11．2

611 エグジットラック 牡5栗 57 勝浦 正樹戸賀 智子氏 田村 康仁 平取 清水牧場 510± 01：55．4クビ 20．0�
510 マイネルレンカ 牡5黒鹿 57

56 ☆藤田菜七子 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 堀井 雅広 日高 碧雲牧場 466＋ 21：55．5� 55．7�

713 ウインドオブホープ 	6栗 57
54 ▲木幡 育也木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 B532＋ 21：55．82 96．6�

12 ニシノベイオウルフ 牡4黒鹿56 戸崎 圭太西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 498＋ 81：56．43
 31．3�
36 キモンプリンス 牡4芦 56 柴田 大知小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 西村 和夫 474＋10 〃 アタマ 313．6�
11 ヤマタケパンチ 牡4青鹿56 武士沢友治山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 高野牧場 502＋ 8 〃 ハナ 247．9�
816� ブルーオラーリオ 牡5青鹿57 丹内 祐次 �YGGホースクラブ 柴田 政人 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 470＋101：56．61
 442．6�
59 ゼンノタヂカラオ 	6黒鹿57 武 豊大迫久美子氏 田中 博康 新冠 村上 欽哉 504＋ 61：57．02
 9．5�
47 ウインオルビット 牡4鹿 56 松岡 正海�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 508＋16 〃 ハナ 39．4�
24 トーセンゼロス 牡4黒鹿56 F．ミナリク島川 	哉氏 池上 昌和 新ひだか 下屋敷牧場 474－ 21：57．21 8．4�

（独）

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，088，600円 複勝： 66，190，200円 枠連： 26，855，100円
馬連： 120，679，500円 馬単： 53，672，400円 ワイド： 79，436，000円
3連複： 154，619，800円 3連単： 189，313，800円 計： 737，855，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 140円 � 900円 枠 連（4－7） 490円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 270円 �� 4，050円 �� 2，740円

3 連 複 ��� 12，180円 3 連 単 ��� 45，230円

票 数

単勝票数 計 470886 的中 � 104594（2番人気）
複勝票数 計 661902 的中 � 126981（2番人気）� 160358（1番人気）� 11784（11番人気）
枠連票数 計 268551 的中 （4－7） 42418（1番人気）
馬連票数 計1206795 的中 �� 178701（1番人気）
馬単票数 計 536724 的中 �� 37954（2番人気）
ワイド票数 計 794360 的中 �� 92482（1番人気）�� 4485（42番人気）�� 6693（28番人気）
3連複票数 計1546198 的中 ��� 9520（38番人気）
3連単票数 計1893138 的中 ��� 3034（133番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―13．0―13．2―12．8―12．2―12．7―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―37．5―50．7―1：03．5―1：15．7―1：28．4―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サトノディード �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dynaformer デビュー 2018．1．14 中京16着

2015．4．22生 牡4青鹿 母 ゴジップガール 母母 Temperence Gift 5戦2勝 賞金 17，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヴァローレネロ号
（非抽選馬） 1頭 グラスブルース号
※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。

00008 1月5日 晴 良 （31中山1）第1日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時50分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

23 � ジャスパープリンス 牡4鹿 56 武 豊加藤 和夫氏 森 秀行 米
Hill ’n’ Dale
Equine Hold-
ings, Inc

478＋ 41：10．6 4．8�
612 スズカゴーディー 牡5黒鹿57 田辺 裕信永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 B480－ 61：11．02	 5．6�
510 ヤ サ シ サ 牝5鹿 55 O．マーフィー 佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 496－ 6 〃 クビ 2．9�

（英）

36 ディーズフェイク 牝4青鹿54 柴田 善臣秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 476＋ 21：11．1	 19．5�
11 サクレディーヴァ 牝6芦 55 F．ミナリク K.S．ヤップ氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 516＋ 21：11．2クビ 5．0�

（独）

714 メンデンホール 牝6黒鹿55 大野 拓弥ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 498＋101：11．41
 38．4�

815 ミヤギウイング 牝4鹿 54 勝浦 正樹菅原富美子氏 田村 康仁 浦河 宮内牧場 496＋ 2 〃 アタマ 14．0	
47 � スーパーモリオン 牡5青鹿57 戸崎 圭太林 正道氏 浅見 秀一 米 Mr. & Mrs.

Al Mazzetti 512－ 4 〃 アタマ 17．4

24 アナザーバージョン �8鹿 57 F．ブロンデル �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム B478± 01：11．61
 19．4�

（仏）

713 ニシノオリーブ 牝4青 54
53 ☆武藤 雅西山 茂行氏 武藤 善則 新ひだか 本桐牧場 456－ 21：11．91� 56．4

59 クリノレオノール 牝5鹿 55 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 日高 日西牧場 472＋201：12．21� 298．0�
35 ソルプレーサ 牡7黒鹿57 西田雄一郎西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 B538＋ 8 〃 アタマ 49．9�
611 スズカプリオール 牡8鹿 57

54 ▲木幡 育也永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 512＋18 〃 クビ 375．8�
816 コウユーホクト 牡4鹿 56

55 ☆藤田菜七子加治屋貞光氏 竹内 正洋 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 522＋ 81：12．41
 54．1�

48 カワキタピリカ 牡6鹿 57 和田 竜二川島 吉男氏 武市 康男 新ひだか 木田牧場 B512＋ 61：12．5クビ 151．2�
12 イ ザ 牡6鹿 57

55 △横山 武史松田 整二氏 高柳 瑞樹 日高 白井牧場 B506± 01：12．82 95．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 58，679，700円 複勝： 82，253，500円 枠連： 34，044，000円
馬連： 153，222，800円 馬単： 63，967，200円 ワイド： 98，602，900円
3連複： 197，896，200円 3連単： 234，818，800円 計： 923，485，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 170円 � 130円 枠 連（2－6） 1，520円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 3，450円

ワ イ ド �� 680円 �� 420円 �� 430円

3 連 複 ��� 2，260円 3 連 単 ��� 14，170円

票 数

単勝票数 計 586797 的中 � 96206（2番人気）
複勝票数 計 822535 的中 � 101959（4番人気）� 112769（3番人気）� 190694（1番人気）
枠連票数 計 340440 的中 （2－6） 17283（6番人気）
馬連票数 計1532228 的中 �� 72251（6番人気）
馬単票数 計 639672 的中 �� 13899（12番人気）
ワイド票数 計 986029 的中 �� 35169（7番人気）�� 61811（2番人気）�� 60138（3番人気）
3連複票数 計1978962 的中 ��� 65515（3番人気）
3連単票数 計2348188 的中 ��� 12012（23番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．3―11．9―11．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―33．8―45．7―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ジャスパープリンス �
�
父 Violence �

�
母父 Bernardini デビュー 2017．8．19 小倉2着

2015．5．29生 牡4鹿 母 Ambitious Journey 母母 Ambitious Cat 9戦2勝 賞金 22，050，000円
［他本会外：1戦1勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ギンゴー号・コスモジョーカー号・スフェーン号
（非抽選馬） 1頭 シゲルゴホウサイ号
※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。



00009 1月5日 晴 良 （31中山1）第1日 第9競走 ��
��1，800�

しょうふく

招福ステークス
発走14時25分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，30．1．6以降30．12．28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 5，950，000
5，950，000

円
円 2，700，000円 1，820，000円

付 加 賞 336，000円 72，000
72，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

713 キ ク ノ ル ア 牡5栗 55 藤岡 佑介菊池 五郎氏 奥村 豊 新ひだか 田中 春美 B524＋ 81：52．0 5．3�
47 ディキディキ 牡4鹿 55 O．マーフィー �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 530＋ 21：52．1� 2．3�

（英）

59 アナザートゥルース �5栗 56 大野 拓弥 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 486－ 6 〃 同着 3．6�

35 ヴ ァ ロ ー ア 牝7鹿 53 和田 竜二�ターフ・スポート奥村 豊 浦河 谷川牧場 470－ 41：52．63 25．5�
712 サクラエンパイア 牡6鹿 55 石橋 脩�さくらコマース堀 宣行 新ひだか 谷岡牧場 480＋ 6 〃 アタマ 17．3	
611 ブライトンロック 牡5黒鹿56 田辺 裕信坂巻 勝彦氏 田中 清隆 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466＋ 81：52．81	 11．0

23 メイプルブラザー 牡5栗 57 内田 博幸節 英司氏 山内 研二 新ひだか 本桐牧場 498＋181：53．01
 35．2�
815 マルカウォーレン 牡7黒鹿55 戸崎 圭太日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 528＋ 21：53．1クビ 54．0�
22 ディアコンチェルト 牡7黒鹿54 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 高木 登 新ひだか 八田ファーム 462± 01：53．2
 57．9
58 フィールザプリティ 牝7黒鹿52 北村 宏司櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 B468± 0 〃 クビ 71．1�
34 オウケンブラック 牡8鹿 53 三浦 皇成福井 明氏 田中 剛 洞�湖 レイクヴィラファーム B486＋ 61：53．41 105．4�
11 ネイビーブルー 牡6鹿 55 武 豊青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 510＋ 4 〃 クビ 13．7�
814 スマートボムシェル 牡7栗 54 蛯名 正義大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 508＋101：53．71� 91．6�
46 ベルウッドテラス �9鹿 53 松岡 正海鈴木 照雄氏 中舘 英二 日高 オリオンファーム 492± 01：54．55 252．7�
610 タマモイレブン 牡7鹿 52 武藤 雅タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 538＋201：54．6� 381．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 78，638，700円 複勝： 104，634，300円 枠連： 44，080，200円
馬連： 212，082，400円 馬単： 89，999，500円 ワイド： 131，880，300円
3連複： 293，685，300円 3連単： 360，445，100円 計： 1，315，445，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 170円 �
�

120円
130円 枠 連（4－7）（5－7）

300円
320円

馬 連 ��
��

490円
400円 馬 単 ��

��
1，130円
870円

ワ イ ド ��
��

380円
350円 �� 200円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ���
���

3，450円
3，120円

票 数

単勝票数 計 786387 的中 � 117765（3番人気）
複勝票数 計1046343 的中 � 123594（3番人気）� 247070（1番人気）� 230045（2番人気）
枠連票数 計 440802 的中 （4－7） 56448（2番人気）（5－7） 51415（3番人気）
馬連票数 計2120824 的中 �� 163804（3番人気）�� 206298（2番人気）
馬単票数 計 899995 的中 �� 29391（8番人気）�� 39096（5番人気）
ワイド票数 計1318803 的中 �� 79881（3番人気）�� 89521（2番人気）�� 197751（1番人気）
3連複票数 計2936853 的中 ��� 237144（1番人気）
3連単票数 計3604451 的中 ��� 37818（11番人気）��� 41868（10番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．6―12．9―12．7―12．5―12．1―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―36．6―49．5―1：02．2―1：14．7―1：26．8―1：39．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キ ク ノ ル ア �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2016．7．9 中京2着

2014．3．9生 牡5栗 母 ライトハートリー 母母 オレンジカラー 17戦5勝 賞金 82，031，000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。

00010 1月5日 晴 良 （31中山1）第1日 第10競走 ��
��1，200�カーバンクルステークス

発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，日本馬：4歳55�5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，�：4歳55�5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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

612	 モズスーパーフレア 牝4栗 53 武 豊 �キャピタル・システム 音無 秀孝 米 Alpha Delta
Stables, LLC 488＋ 81：07．0 1．7�

815 ナックビーナス 牝6青鹿58 大野 拓弥小松 欣也氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 528＋ 41：07．21
 12．1�
11 レジーナフォルテ 牝5黒鹿54 戸崎 圭太永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 平取 中川 隆 492－ 8 〃 クビ 14．3�
48 ペイシャフェリシタ 牝6黒鹿55 三浦 皇成北所 直人氏 高木 登 新ひだか 友田牧場 494＋ 41：07．3クビ 8．9�
816 カラクレナイ 牝5栗 54 田辺 裕信吉田 照哉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 506＋ 61：07．61� 9．3�
24 アルマエルナト �8栗 56 柴田 大知コウトミックレーシング 伊藤 大士 浦河 小島牧場 478± 0 〃 ハナ 50．8	
36 	 リョーノテソーロ 牡4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± 0 〃 ハナ 8．1


12 キングハート 牡6鹿 58 北村 宏司増田 陽一氏 星野 忍 新冠 奥山 博 506＋101：07．81
 32．1�
510 コウエイタケル 牡8鹿 56 O．マーフィー 伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 504－ 21：07．9 24．7�

（英）

47 	 キャンベルジュニア 牡7鹿 58 石橋 脩吉田 和美氏 堀 宣行 豪
Katom, Chelsaus, Wynaus &
China Horse Club Investment
Holdings Ltd

B540＋ 8 〃 ハナ 15．9
59 ダイワリベラル 牡8黒鹿57 津村 明秀大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B542± 0 〃 クビ 315．5�
714 オールインワン 牡6鹿 56 藤岡 佑介 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 浦河 笹島 政信 B502＋101：08．11 204．0�
713 コスモドーム 牡8鹿 56 丹内 祐次 �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 510＋10 〃 クビ 289．9�
23 トウショウピスト 牡7鹿 57 F．ブロンデル藤田 衛成氏 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 500＋181：08．2 127．4�

（仏）

35 	 モルトアレグロ 牝4青鹿53 F．ミナリク吉田 千津氏 武井 亮 米
Town And Country
Horse Farms, LLC &
Frank & Kim Taylor

484＋ 21：08．52 42．5�
（独）

611 クリーンファンキー 牝6栗 54 松岡 正海石橋 和夫氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 504＋12 〃 アタマ 244．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 99，603，600円 複勝： 157，168，700円 枠連： 57，981，400円
馬連： 242，670，800円 馬単： 136，719，600円 ワイド： 149，180，000円
3連複： 350，428，500円 3連単： 574，859，200円 計： 1，768，611，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 290円 � 260円 枠 連（6－8） 420円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 500円 �� 500円 �� 2，030円

3 連 複 ��� 3，870円 3 連 単 ��� 9，220円

票 数

単勝票数 計 996036 的中 � 443614（1番人気）
複勝票数 計1571687 的中 � 746970（1番人気）� 80256（6番人気）� 93297（5番人気）
枠連票数 計 579814 的中 （6－8） 106423（1番人気）
馬連票数 計2426708 的中 �� 179069（4番人気）
馬単票数 計1367196 的中 �� 77304（5番人気）
ワイド票数 計1491800 的中 �� 80265（4番人気）�� 79609（5番人気）�� 17380（23番人気）
3連複票数 計3504285 的中 ��� 67793（12番人気）
3連単票数 計5748592 的中 ��� 45178（20番人気）

ハロンタイム 11．7―10．4―10．7―11．2―11．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．1―32．8―44．0―55．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．9―3F34．2
3 12，3（1，15）（8，11，14）4，6（10，16）（2，5）（7，13）－9 4 12（1，3，15）（4，8，14）（6，11，16）2（10，7，13）5，9

勝馬の
紹 介

	モズスーパーフレア �
�
父 Speightstown �

�
母父 Belong to Me デビュー 2017．8．19 小倉1着

2015．4．1生 牝4栗 母 Christies Treasure 母母 Roses At Sunset 13戦5勝 賞金 96，526，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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 フクノグローリア号・ブロワ号
※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。

２レース目



00011 1月5日 晴 良 （31中山1）第1日 第11競走 ��
��2，000�第68回日刊スポーツ賞中山金杯（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
4歳以上，30．1．6以降30．12．28まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

日刊スポーツ新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

611 ウインブライト 牡5芦 58 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 490＋121：59．2 8．4�
815 ステイフーリッシュ 牡4鹿 56 藤岡 佑介 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 456＋ 61：59．3� 11．0�
11 � タニノフランケル 牡4青鹿53 内田 博幸谷水 雄三氏 中竹 和也 愛 Yuzo Tani-

mizu 528＋10 〃 クビ 18．0�
12 アドマイヤリード 牝6青鹿56 横山 典弘近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 430± 0 〃 ハナ 17．6�
612 タイムフライヤー 牡4鹿 56 和田 竜二 �サンデーレーシング 松田 国英 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋101：59．4クビ 6．7	
816 マイネルサージュ 牡7鹿 56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 洞	湖 レイクヴィラファーム 516＋10 〃 ハナ 196．7

36 エアアンセム 牡8黒鹿57 田辺 裕信 �ラッキーフィールド吉村 圭司 千歳 社台ファーム 496± 0 〃 クビ 9．0�
24 ランガディア 牡5黒鹿54 北村 宏司吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：59．5クビ 9．2�
35 サンマルティン 
7栗 56 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＋ 4 〃 ハナ 31．3

（英）

714 ブラックバゴ 牡7黒鹿56 戸崎 圭太 �シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 528＋ 8 〃 アタマ 31．5�
47 マイネルハニー 牡6鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 浦河 高昭牧場 476－ 4 〃 クビ 84．6�
48 � マウントゴールド 牡6鹿 56 武 豊青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 452＋ 21：59．71� 3．1�
23 コズミックフォース 牡4鹿 56 石橋 脩 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 480＋ 81：59．91� 9．5�
713 ナスノセイカン 牡7鹿 55 F．ブロンデル�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 486± 02：00．32� 55．4�
（仏）

59 � ストロングタイタン 牡6鹿 57 大野 拓弥 �シルクレーシング 池江 泰寿 米 Northern
Racing 542－102：00．51� 24．0�

510 ヤングマンパワー 牡7黒鹿57 丸山 元気星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 540＋ 62：01．35 186．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 268，430，800円 複勝： 352，771，700円 枠連： 270，810，300円
馬連： 1，318，635，800円 馬単： 374，695，900円 ワイド： 538，818，300円
3連複： 1，895，865，300円 3連単： 2，454，109，400円 計： 7，474，137，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 320円 � 340円 � 650円 枠 連（6－8） 1，660円

馬 連 �� 4，570円 馬 単 �� 7，950円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 3，630円 �� 4，170円

3 連 複 ��� 42，070円 3 連 単 ��� 216，370円

票 数

単勝票数 計2684308 的中 � 255154（3番人気）
複勝票数 計3527717 的中 � 304726（4番人気）� 277947（6番人気）� 131428（11番人気）
枠連票数 計2708103 的中 （6－8） 125779（7番人気）
馬連票数 計13186358 的中 �� 237189（18番人気）
馬単票数 計3746959 的中 �� 35311（31番人気）
ワイド票数 計5388183 的中 �� 87107（20番人気）�� 38016（46番人気）�� 32978（55番人気）
3連複票数 計18958653 的中 ��� 33793（140番人気）
3連単票数 計24541094 的中 ��� 8223（714番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―12．5―11．7―12．6―12．2―11．6―11．7―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．1―35．6―47．3―59．9―1：12．1―1：23．7―1：35．4―1：46．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインブライト �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 アドマイヤコジーン デビュー 2016．6．26 東京6着

2014．5．12生 牡5芦 母 サマーエタニティ 母母 オールフォーゲラン 16戦6勝 賞金 236，725，000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。

00012 1月5日 晴 良 （31中山1）第1日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （芝・右・外）
1000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

11 イレイション 牡7栗 57 田辺 裕信ゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 506－ 21：32．8 7．2�

46 エルプシャフト 牡6青鹿57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 460＋ 61：33．43� 2．9�
34 アルトリウス 	5鹿 57

54 ▲木幡 育也�G1レーシング 藤沢 和雄 安平 追分ファーム B466－ 41：33．5
 8．5�
814 コスモヨハネ 牡7栗 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 平取 北島牧場 502－ 21：33．6クビ 20．5�
23 ランウェイデビュー 牝4鹿 54 石橋 脩吉田 勝己氏 奥村 武 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 502＋241：33．7
 6．0	
47 シベリアンタイガー 	8鹿 57

56 ☆木幡 巧也岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 増本 良孝 492＋101：33．91� 248．7

22 ユメノマイホーム 牝7栗 55 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 468＋ 41：34．0� 113．0�
815 ナイトバナレット 牡5芦 57 三浦 皇成 �シルクレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 41：34．1
 20．5�
58 ミラクルブラッド 牝4鹿 54 内田 博幸芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 444＋ 6 〃 ハナ 11．2
712 アルミューテン 牝5栗 55

54 ☆井上 敏樹伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン
牧場 502＋161：34．2クビ 93．2�

59 ラ ブ タ ー ボ 牝6鹿 55
52 ▲野中悠太郎田頭 勇貴氏 大江原 哲 新ひだか 西村 和夫 442± 01：34．3� 187．2�

610 インザサイレンス 牡6芦 57 柴田 善臣岡田 隆寛氏 石栗 龍彦 新ひだか 岡田 猛 478－ 6 〃 クビ 315．4�
35 サ ラ ー ブ 牝4鹿 54 O．マーフィー �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 514＋101：34．61
 4．0�

（英）

713 デュッセルドルフ 牝4栗 54 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 472＋121：35．23� 39．9�
611� ヴァントネール 牝5栗 55 大庭 和弥田頭 勇貴氏 石毛 善彦 浦河トラストスリーファーム 440＋ 21：36．37 355．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 96，773，200円 複勝： 117，123，100円 枠連： 58，914，200円
馬連： 253，552，500円 馬単： 98，837，400円 ワイド： 141，342，400円
3連複： 314，039，100円 3連単： 455，850，800円 計： 1，536，432，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 190円 � 140円 � 190円 枠 連（1－4） 1，160円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 2，580円

ワ イ ド �� 390円 �� 710円 �� 480円

3 連 複 ��� 2，350円 3 連 単 ��� 13，870円

票 数

単勝票数 計 967732 的中 � 106740（4番人気）
複勝票数 計1171231 的中 � 142538（3番人気）� 262888（1番人気）� 140510（4番人気）
枠連票数 計 589142 的中 （1－4） 39225（4番人気）
馬連票数 計2535525 的中 �� 182654（3番人気）
馬単票数 計 988374 的中 �� 28643（7番人気）
ワイド票数 計1413424 的中 �� 96538（3番人気）�� 48196（9番人気）�� 75519（4番人気）
3連複票数 計3140391 的中 ��� 99969（6番人気）
3連単票数 計4558508 的中 ��� 23812（36番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―11．1―10．8―11．2―11．6―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．5―34．6―45．4―56．6―1：08．2―1：20．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F36．2

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

勝馬の
紹 介

イレイション �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 King’s Best デビュー 2015．4．25 福島3着

2012．4．28生 牡7栗 母 フェリシタス 母母 Embassy 19戦4勝 賞金 66，474，000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。

４レース目



（31中山1）第1日 1月5日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 186頭 本 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

277，140，000円
21，710，000円
1，810，000円
32，690，000円
76，730，500円
5，108，000円
1，785，600円

勝馬投票券売得金
918，433，200円
1，249，185，900円
626，190，600円
2，854，729，300円
1，086，714，900円
1，516，102，300円
3，956，916，100円
5，211，248，900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 17，419，521，200円

総入場人員 49，313名 （有料入場人員 46，290名）
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