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00013 1月6日 晴 良 （31中山1）第2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

612 ヴィルトファン 牝3黒鹿54 三浦 皇成 �カナヤマホール
ディングス 高柳 瑞樹 平取 赤石牧場 516＋ 21：12．4 5．9�

815 コマノゼニト 牡3鹿 56 内田 博幸長谷川芳信氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 B464－ 61：12．82� 4．3�
713 フ ァ ロ 牝3黒鹿54 大野 拓弥�三嶋牧場 和田 勇介 浦河 三嶋牧場 472＋ 81：13．11� 13．2�
714 エンシャントロア 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 482－ 61：13．2� 3．3�

59 ロードシュタルク 牡3栗 56
54 △横山 武史 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 446＋ 81：13．83� 54．1	

23 テクノドリーム 牡3鹿 56 O．マーフィー 西村 健氏 田中 博康 浦河 笹地牧場 458± 01：14．22� 8．5

（英）

611 ストロングコンビ 牡3鹿 56 黛 弘人西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 466＋201：14．41 308．4�
11 アサクサマヤ 牝3鹿 54 横山 典弘蛭田 素子氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 478－ 81：14．5� 6．2�
12 ラブミーサアヤ 牝3黒鹿 54

53 ☆藤田菜七子小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 伊藤 敏明 486＋141：14．6� 99．4
36 アーティクル 牝3青鹿54 江田 照男田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 津島 優治 456＋ 21：14．92 321．0�
510 スーパーブラウン 牡3栗 56 伴 啓太西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 B428＋101：15．0� 357．6�
47 	 マ ノ ラ ム 牝3黒鹿 54

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

404± 01：15．74 7．2�
24 スマイルチャーマー 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 育也臼倉 勲氏 本間 忍 浦河 福田牧場 486＋141：15．8� 308．4�
816 ドラマチックナイト 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也堀口 晴男氏 杉浦 宏昭 浦河 高岸 順一 462＋ 61：15．9� 184．0�
35 ウーレンボル 牝3芦 54 大庭 和弥西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 416－ 41：16．21� 136．7�
48 チームパシュート 牡3黒鹿56 宮崎 北斗井山 登氏 青木 孝文 新冠 川上牧場 438＋ 61：16．52 357．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，286，200円 複勝： 59，654，800円 枠連： 17，726，200円
馬連： 84，085，400円 馬単： 35，694，800円 ワイド： 57，915，200円
3連複： 124，361，500円 3連単： 137，379，800円 計： 554，103，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 190円 � 150円 � 350円 枠 連（6－8） 1，360円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 2，950円

ワ イ ド �� 580円 �� 1，240円 �� 790円

3 連 複 ��� 4，460円 3 連 単 ��� 20，710円

票 数

単勝票数 計 372862 的中 � 50427（3番人気）
複勝票数 計 596548 的中 � 82998（3番人気）� 121100（2番人気）� 34729（7番人気）
枠連票数 計 177262 的中 （6－8） 10095（6番人気）
馬連票数 計 840854 的中 �� 43827（6番人気）
馬単票数 計 356948 的中 �� 9060（13番人気）
ワイド票数 計 579152 的中 �� 26418（7番人気）�� 11518（19番人気）�� 18821（10番人気）
3連複票数 計1243615 的中 ��� 20891（21番人気）
3連単票数 計1373798 的中 ��� 4808（88番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．5―12．1―12．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．5―46．6―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴィルトファン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2018．12．9 中山4着

2016．4．23生 牝3黒鹿 母 ワイルドフェイス 母母 カラズアリア 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チームパシュート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年2月6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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 エムアイグランツ号・トーセンアトランタ号・ニシノビアンカ号
※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。

00014 1月6日 晴 良 （31中山1）第2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）

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

816 セイヴァリアント 牡3黒鹿56 三浦 皇成金田 成基氏 中川 公成 日高 本間牧場 490＋ 81：57．4 4．5�
36 ア ル マ マ 牡3芦 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 千代田牧場 444± 0 〃 ハナ 2．6�
510 ゴールデンウェル 牡3栗 56 田辺 裕信江馬 由将氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 478＋161：57．61� 3．3�
714 シゲルグリンダイヤ 牡3鹿 56 蛯名 正義森中 蕃氏 中野 栄治 安平 追分ファーム 474－ 41：57．7クビ 6．0�
24 ディアマキニスタ 牡3青鹿 56

55 ☆木幡 巧也ディアレストクラブ� 新開 幸一 むかわ 市川牧場 462＋ 41：58．02 23．6	
11 ロジカルガール 牝3栗 54 嘉藤 貴行平川 浩之氏 大和田 成 新ひだか 千代田牧場 454－101：58．31� 102．1

12 リワードトリトン 牡3黒鹿56 村田 一誠宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード 498＋ 2 〃 クビ 39．5�
23 ジェイケイブラック 牡3青鹿56 田中 勝春小谷野次郎氏 松永 康利 新冠 村上 欽哉 500＋ 81：58．4クビ 48．0�
48 ウィンズオブゴッド 牡3栗 56 大野 拓弥髙橋 貴士氏 林 徹 浦河 栄進牧場 492－ 21：58．5� 249．8
713 ヨ ン ク 牡3鹿 56 石川裕紀人古川 智洋氏 小笠 倫弘 浦河 高昭牧場 486＋ 61：59．77 56．3�
35 カガストロング 牡3栗 56 内田 博幸香川 憲次氏 萱野 浩二 むかわ ヤマイチ牧場 B468± 02：00．12� 25．6�
815 ナスノコウラン 牡3鹿 56 F．ミナリク�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B502＋ 22：00．31� 181．7�
（独）

611 ワイルドオーキッド 牝3栗 54 丹内 祐次 �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 400＋ 22：00．72� 72．3�

47 アストロゲート 牡3黒鹿 56
53 ▲野中悠太郎 �カナヤマホール

ディングス 竹内 正洋 浦河 杵臼牧場 478－ 42：00．8� 228．2�
612 ブラックアルテミス 牝3栗 54

53 ☆藤田菜七子黒澤 尚氏 柴田 政人 日高 山際 辰夫 426＋ 42：01．43� 242．2�
59 ペイシャドリーム 牝3鹿 54

53 ☆井上 敏樹北所 直人氏 高橋 義博 新冠 ラツキー牧場 460＋102：04．4大差 110．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 48，569，200円 複勝： 71，892，700円 枠連： 21，478，300円
馬連： 91，058，600円 馬単： 44，094，500円 ワイド： 64，781，100円
3連複： 138，493，400円 3連単： 163，001，400円 計： 643，369，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 130円 � 120円 � 130円 枠 連（3－8） 650円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 280円 �� 290円 �� 250円

3 連 複 ��� 770円 3 連 単 ��� 6，010円

票 数

単勝票数 計 485692 的中 � 85740（3番人気）
複勝票数 計 718927 的中 � 126397（3番人気）� 176615（1番人気）� 134720（2番人気）
枠連票数 計 214783 的中 （3－8） 25559（3番人気）
馬連票数 計 910586 的中 �� 88340（3番人気）
馬単票数 計 440945 的中 �� 17532（7番人気）
ワイド票数 計 647811 的中 �� 58607（2番人気）�� 56472（3番人気）�� 66826（1番人気）
3連複票数 計1384934 的中 ��� 134331（1番人気）
3連単票数 計1630014 的中 ��� 19649（13番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―13．5―13．9―13．5―12．9―12．7―12．9―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―38．1―52．0―1：05．5―1：18．4―1：31．1―1：44．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．0
1
3
9，7（5，6）（2，8，11）（10，14）1，16（12，15，13）＝（3，4）・（6，14）（9，10，15）（7，11，8，16）（5，2，1，13）－（3，4）＝12

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

勝馬の
紹 介

セイヴァリアント �
�
父 ベルシャザール �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．10．8 東京7着

2016．5．10生 牡3黒鹿 母 フレンチミシル 母母 ナモンアガシ 5戦1勝 賞金 9，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ペイシャドリーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年2月6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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 キュリオス号・ダーリンボウイ号・ブルーコーナー号
（非抽選馬） 5頭 アーバンキャット号・エスコーバタハト号・シンティラ号・ミラクルスクワート号・ロネガン号
※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。

第１回 中山競馬 第２日



00015 1月6日 晴 良 （31中山1）第2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）
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
1：48．5
1：47．8

重
重

23 アンダープロミス 牡3黒鹿56 F．ミナリク池谷 誠一氏 萩原 清 むかわ 上水牧場 492 ―1：58．4 1．6�
（独）

47 タマノカイザー 牡3栗 56 北村 宏司玉腰 勇吉氏 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 500 ― 〃 クビ 10．4�
713 メジャーセブンス 牝3栗 54 田辺 裕信 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 474 ―1：59．67 11．6�
48 モーニングコン 牡3栗 56 西田雄一郎今 朝光氏 浅野洋一郎 浦河 高村牧場 434 ― 〃 ハナ 293．8�
714 フリーズオプション 牡3鹿 56 江田 照男吉田 千津氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 470 ―2：00．02� 35．5�
12 ピカレスクスマイル 牡3鹿 56 津村 明秀井手 慶祐氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 440 ― 〃 クビ 25．5	
611 トレイントレイン 牡3黒鹿 56

53 ▲野中悠太郎
MMC 池上 昌和 清水 リトルブルーファーム 496 ―2：01．17 88．5�
36 ミエノフォーチュン 牡3黒鹿56 O．マーフィー 里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 538 ― 〃 クビ 19．1�

（英）

24 グランツリヒター 牡3黒鹿56 岩田 康誠 
ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 中川 公成 日高 タバタファーム 486 ―2：01．31� 15．4

11 エベレストテソーロ 牡3芦 56
55 ☆木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス
 畠山 吉宏 新冠 ハシモトフアーム 502 ―2：01．4クビ 6．1�
816 デルマソルボンヌ 牝3鹿 54 菅原 隆一浅沼 廣幸氏 田中 清隆 新冠 秋田牧場 450 ―2：01．61� 201．8�
510 アシベツヨウヘイ 牡3栗 56 黛 弘人
前川企画 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 498 ―2：05．0大差 13．0�
59 フィールオーケー 牡3黒鹿 56

55 ☆武藤 雅吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 496 ―2：06．27 98．1�
815 ダイヤモンドヒル 牡3鹿 56

55 ☆藤田菜七子谷口 悦一氏 根本 康広 浦河 杵臼牧場 526 ―2：06．62� 113．6�
35 グランフェルテ 牡3栗 56 石川裕紀人中田 和宏氏 勢司 和浩 平取 有限会社中

田牧場 470 ―2：06．7� 178．7�
612 マリノルビー 牝3黒鹿54 宮崎 北斗
クラウン 青木 孝文 日高 クラウン日高牧場 486 ―2：09．5大差 304．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，581，700円 複勝： 60，102，500円 枠連： 21，024，900円
馬連： 68，855，900円 馬単： 40，171，800円 ワイド： 50，138，700円
3連複： 91，578，800円 3連単： 130，990，000円 計： 503，444，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 180円 � 230円 枠 連（2－4） 810円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 400円 �� 470円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 3，370円 3 連 単 ��� 9，170円

票 数

単勝票数 計 405817 的中 � 194118（1番人気）
複勝票数 計 601025 的中 � 264114（1番人気）� 59402（3番人気）� 41775（4番人気）
枠連票数 計 210249 的中 （2－4） 20090（3番人気）
馬連票数 計 688559 的中 �� 59989（2番人気）
馬単票数 計 401718 的中 �� 27377（2番人気）
ワイド票数 計 501387 的中 �� 34113（2番人気）�� 27719（3番人気）�� 10138（13番人気）
3連複票数 計 915788 的中 ��� 20321（9番人気）
3連単票数 計1309900 的中 ��� 10356（19番人気）

ハロンタイム 13．3―12．2―13．4―13．7―13．0―12．7―13．3―13．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．5―38．9―52．6―1：05．6―1：18．3―1：31．6―1：45．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．8―3F40．1
1
3

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

勝馬の
紹 介

アンダープロミス �
�
父 ロジユニヴァース �

�
母父 シンボリクリスエス 初出走

2016．2．22生 牡3黒鹿 母 カーヴィシャス 母母 モンローブロンド 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況・騎手変更〕 グランフェルテ号の騎手松岡正海は，下見所で同馬に蹴られ，検査のため石川裕紀人に変更。発走時刻

5分遅延。
〔その他〕 グランフェルテ号は，本会所定の服色を使用。

マリノルビー号は，1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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アシベツヨウヘイ号・フィールオーケー号・ダイヤモンドヒル号・グランフェルテ号は，

「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年2月6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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 オウケンランボー号・オトコマサリ号・グロリアスホープ号・コヨキチボンバー号・コングールテソーロ号・

タッカーブルー号・モントカイザー号・リンガスビャクヤ号
※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。

00016 1月6日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （31中山1）第2日 第4競走 ��2，880�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時25分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：10．2良・良

46 シゲルピーマン �4鹿 59 石神 深一森中 蕃氏 粕谷 昌央 新ひだか 神垣 道弘 478＋ 63：11．8 2．5�
22 デカルコマニー 牡4鹿 59 五十嵐雄祐松尾 正氏 藤原 辰雄 秋田 松尾 豊 464＋103：13．8大差 4．8�
34 シャインブライト 牡6芦 60 山本 康志了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 安平 ノーザンファーム 484＋ 43：14．01� 15．4�
45 シゲルヤングコーン 牡4鹿 59 金子 光希森中 蕃氏 的場 均 日高 高柳 隆男 552＋283：14．31� 119．1�
57 ブレイクスピアー 牡4青鹿59 植野 貴也前田 葉子氏 中村 均 新ひだか 田中 裕之 488＋ 23：14．4クビ 27．2�
610	 パブリックフレンド 牡7青 60 伊藤 工真西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 496＋123：14．82
 28．7	
11 キングジョーカ 牡4鹿 59 大江原 圭臼井義太郎氏 天間 昭一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478＋ 23：15．12 7．3

813 ヒ ダ ロ マ ン 牝6黒鹿58 森 一馬日下部 猛氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 504＋ 43：15．2
 6．1�
33 マイネルラック 牡6鹿 60 難波 剛健 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 浦河 木村牧場 494＋183：15．3� 39．1�
69 シュンクルーズ 牡7黒鹿60 蓑島 靖典村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 パカパカ

ファーム 466＋123：15．72
 47．8
814 ケイブルグラム �6鹿 60 原田 和真 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 524＋ 43：16．01� 7．5�
711	 ユキノサンブライト 牝8鹿 58 大庭 和弥井上 基之氏 石毛 善彦 新ひだか フジワラフアーム 476＋16 〃 クビ 54．9�
712 ジョーカーワイルド 牡4鹿 59 小野寺祐太 TURH 浅野洋一郎 浦河 王蔵牧場 526＋163：16．1クビ 187．0�
58 ファニーヒロイン 牝6栗 58 草野 太郎青芝商事� 戸田 博文 千歳 社台ファーム 474－ 63：23．2大差 100．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 26，234，400円 複勝： 33，715，300円 枠連： 20，234，800円
馬連： 58，248，000円 馬単： 31，099，900円 ワイド： 38，399，200円
3連複： 93，427，100円 3連単： 119，439，000円 計： 420，797，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 170円 � 320円 枠 連（2－4） 600円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 260円 �� 670円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 2，470円 3 連 単 ��� 7，900円

票 数

単勝票数 計 262344 的中 � 80766（1番人気）
複勝票数 計 337153 的中 � 99090（1番人気）� 49712（2番人気）� 18830（6番人気）
枠連票数 計 202348 的中 （2－4） 26073（2番人気）
馬連票数 計 582480 的中 �� 74996（1番人気）
馬単票数 計 310999 的中 �� 26484（1番人気）
ワイド票数 計 383992 的中 �� 44637（1番人気）�� 13660（6番人気）�� 7519（15番人気）
3連複票数 計 934271 的中 ��� 28330（6番人気）
3連単票数 計1194390 的中 ��� 10952（15番人気）
上り 1マイル 1：47．5 4F 51．6－3F 39．0

コーナー
通過順位

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

�
�

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

勝馬の
紹 介

シゲルピーマン �
�
父 サムライハート �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2018．4．7 福島10着

2015．4．19生 �4鹿 母 フォーカルスター 母母 フォーカルプレーン 障害：6戦1勝 賞金 16，880，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時30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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 イクヨロブロイ号・ウインカートゥーン号
（非抽選馬） 1頭 オペラサンデー号



00017 1月6日 曇 良 （31中山1）第2日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時15分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

612 グロオルロージュ 牡3黒鹿56 内田 博幸 �キャロットファーム 斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 454＋ 42：02．3 23．5�

59 マイネルミュトス 牡3青 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 470＋ 22：02．61� 7．5�

24 マイネルステレール 牡3鹿 56
53 ▲野中悠太郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 462－ 4 〃 ハナ 11．7�
47 イ サ ク 牡3青鹿56 F．ミナリクゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468＋ 2 〃 クビ 4．7�
（独）

815 スマイルワールド 牝3鹿 54 蛯名 正義吉田 安惠氏 和田 勇介 安平 追分ファーム 412＋ 22：02．7クビ 64．8	
35 サクララージャン 牡3青鹿56 勝浦 正樹�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 494＋142：02．8� 64．3

713 サトノフォース 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 育也 �サトミホースカンパニー 藤沢 和雄 新ひだか 桜井牧場 452＋ 2 〃 ハナ 2．9�
23 クレーリッチェ 牝3鹿 54 丹内 祐次 �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 416＋ 22：02．9� 151．6�
12 ブラックワンダー 牡3青鹿56 大野 拓弥草間 庸文氏 尾形 和幸 日高 下河辺牧場 458± 02：03．22 23．2
816 ショウナンアオゾラ 牡3黒鹿56 岩田 康誠�湘南 大竹 正博 新冠 ムラカミファーム 458－ 2 〃 アタマ 19．8�
714 モッズストーン 牡3栗 56 O．マーフィー 吉田 和美氏 武井 亮 新ひだか 畠山牧場 486＋ 62：03．41 7．5�

（英）

11 サトノミレニアム 牡3鹿 56 F．ブロンデル �サトミホースカンパニー 木村 哲也 千歳 社台ファーム 532＋102：03．5� 21．4�
（仏）

36 パワポケチャラット 牡3鹿 56 三浦 皇成柳原 達也氏 中野 栄治 むかわ 市川牧場 454－ 4 〃 アタマ 26．6�
48 セイカアミダイケ 牝3芦 54 田中 勝春久米 大氏 小野 次郎 新冠 シンユウフアーム 436＋ 22：04．03 158．3�
611 レッドクーゲル 牡3栗 56 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 尾関 知人 日高 下河辺牧場 428＋ 42：04．1クビ 12．4�
510 レトルダムール 牡3黒鹿56 北村 宏司 �スピードファーム佐藤 吉勝 日高 佐々木牧場 458＋162：04．73� 469．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，682，400円 複勝： 83，065，100円 枠連： 32，989，000円
馬連： 113，975，500円 馬単： 47，395，800円 ワイド： 81，141，700円
3連複： 159，329，900円 3連単： 171，163，000円 計： 740，742，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，350円 複 勝 � 590円 � 260円 � 350円 枠 連（5－6） 3，350円

馬 連 �� 8，920円 馬 単 �� 17，980円

ワ イ ド �� 2，520円 �� 3，160円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 22，940円 3 連 単 ��� 197，600円

票 数

単勝票数 計 516824 的中 � 17582（10番人気）
複勝票数 計 830651 的中 � 33403（8番人気）� 91703（4番人気）� 62231（5番人気）
枠連票数 計 329890 的中 （5－6） 7624（14番人気）
馬連票数 計1139755 的中 �� 9899（33番人気）
馬単票数 計 473958 的中 �� 1976（68番人気）
ワイド票数 計 811417 的中 �� 8215（32番人気）�� 6511（40番人気）�� 19607（9番人気）
3連複票数 計1593299 的中 ��� 5209（84番人気）
3連単票数 計1711630 的中 ��� 628（653番人気）

ハロンタイム 12．9―10．9―12．4―12．0―12．6―12．7―12．5―12．2―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―23．8―36．2―48．2―1：00．8―1：13．5―1：26．0―1：38．2―1：50．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グロオルロージュ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Panis デビュー 2018．12．15 中山3着

2016．3．14生 牡3黒鹿 母 アウトオブタイム 母母 Manettia 2戦1勝 賞金 6，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ストレートパンチ号
（非抽選馬） 5頭 エレベル号・シュブリーム号・トーセンオリンピア号・マリノオークション号・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。

00018 1月6日 曇 良 （31中山1）第2日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走12時45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
1：08．7
1：08．7

重
重

612 アメイズミー 牡5鹿 57 菱田 裕二�G1レーシング 栗田 博憲 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466± 01：11．6 15．0�

510 アースヴィグラス 牝5鹿 55 横山 典弘松山 増男氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 470± 0 〃 クビ 18．8�
12 � アストロローグ 	4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 494＋ 21：11．7
 13．2�

815 ロトヴィグラス 牡4栗 56
54 △横山 武史國武 佳博氏 高市 圭二 新ひだか 沖田 哲夫 476＋ 61：11．91� 6．4�

35 ジ ョ ワ イ ユ 牝5鹿 55 大野 拓弥�ラ・メール 高木 登 浦河 ディアレスト
クラブ 462± 01：12．11� 7．6�

713� ライバーバード 牡5芦 57 内田 博幸馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Marablue
Farm, LLC B514＋161：12．2
 2．5	

47 テンプルツリー 牝6鹿 55 丸山 元気山口功一郎氏 栗田 博憲 新冠 森 牧場 466＋ 21：12．3クビ 53．6

23 オ ー ル デ ン 牡5鹿 57 田辺 裕信金山 敏也氏 小西 一男 浦河 金成吉田牧場 462＋ 81：12．51� 5．4�
36 コスモフォーミュラ 牝4黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 468－ 61：13．03 242．7
24 � サウンドオブビット 牡6鹿 57 丸田 恭介馬場 祥晃氏 松永 康利 浦河 大北牧場 462＋ 41：13．1 359．8�
611� フクノヴァランス 牡4鹿 56 江田 照男福島 祐子氏 清水 英克 日高 松平牧場 478－121：13．2クビ 224．6�
714 スズカプリティー 牝8鹿 55 村田 一誠永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 488＋121：13．73 737．8�
59 � ハ ル メ キ 牝4黒鹿 54

51 ▲木幡 育也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新冠 三村 卓也 450－11 〃 アタマ 53．3�

11 � ディアアルム 牝4青鹿54 武士沢友治三岡 陽氏 小桧山 悟 浦河 ディアレスト
クラブ 432－151：13．8 284．2�

48 ベイビーキャズ 牡4鹿 56 丹内 祐次大塚Ry’sCLUB 矢野 英一 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 478＋241：13．9
 175．6�

816 クレバージェット 牡4栗 56
55 ☆木幡 巧也田畑 利彦氏 牧 光二 浦河 高昭牧場 540＋ 8 （競走中止） 7．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，655，500円 複勝： 74，094，700円 枠連： 26，259，000円
馬連： 115，202，200円 馬単： 56，999，700円 ワイド： 78，585，700円
3連複： 158，028，300円 3連単： 202，263，500円 計： 770，088，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，500円 複 勝 � 400円 � 480円 � 340円 枠 連（5－6） 7，370円

馬 連 �� 8，220円 馬 単 �� 17，300円

ワ イ ド �� 2，120円 �� 2，530円 �� 2，970円

3 連 複 ��� 35，290円 3 連 単 ��� 238，440円

票 数

単勝票数 計 586555 的中 � 31156（7番人気）
複勝票数 計 740947 的中 � 48112（7番人気）� 38814（8番人気）� 59585（6番人気）
枠連票数 計 262590 的中 （5－6） 2761（22番人気）
馬連票数 計1152022 的中 �� 10860（27番人気）
馬単票数 計 569997 的中 �� 2470（54番人気）
ワイド票数 計 785857 的中 �� 9620（26番人気）�� 7991（28番人気）�� 6779（31番人気）
3連複票数 計1580283 的中 ��� 3358（88番人気）
3連単票数 計2022635 的中 ��� 615（548番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．6―12．2―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．2―46．4―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アメイズミー �
�
父 タートルボウル �

�
母父 End Sweep デビュー 2016．7．2 福島3着

2014．4．28生 牡5鹿 母 アルーリングアクト 母母 チャーミングファピアノ 16戦2勝 賞金 27，050，000円
〔騎手変更〕 フクノヴァランス号の騎手松岡正海は，第3競走における下見所での負傷のため江田照男に変更。
〔競走中止〕 クレバージェット号は，競走中に疾病〔右第1趾骨粉砕骨折〕を発症したため3コーナーで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 レネット号
（非抽選馬） 5頭 ドゥモワゼル号・トッカータ号・ポップシンガー号・マートルリース号・レンベルガー号



00019 1月6日 曇 良 （31中山1）第2日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走13時15分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

510 イ ェ ッ ツ ト 牡4鹿 56 蛯名 正義近藤 英子氏 金成 貴史 浦河 辻 牧場 484＋ 82：01．3 1．9�
24 ヒシヴィクトリー 牡4黒鹿 56

55 ☆木幡 巧也阿部 雅英氏 牧 光二 新冠 飛渡牧場 484＋ 62：01．51� 9．4�
12 アストラサンタン 牝4青鹿 54

53 ☆武藤 雅丹羽久一郎氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 460＋ 22：01．81	 6．3�
816 シュバルツリッター 牡4青鹿56 大野 拓弥ライオンレースホース� 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 470＋ 82：02．01� 18．0�
59 ソイルトゥザソウル 牡4青鹿 56

53 ▲野中悠太郎グリーンスウォード高市 圭二 新冠 村田牧場 444＋ 4 〃 ハナ 10．2�
714 ダイイチターミナル 牡5鹿 57 江田 照男	ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 466＋ 82：02．1
 19．8

815 マイネルザウバア 牡5栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 464＋182：02．2	 87．4�
11 スーパーブレイク 牡5黒鹿57 岩田 康誠堂守 貴志氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 470＋ 8 〃 クビ 51．7�
35 ルックスマート 牡4鹿 56 O．マーフィー 平田 修氏 小島 茂之 日高 ヤナガワ牧場 480＋ 22：02．3クビ 13．2

（英）

612 エリスライト 牝4鹿 54 F．ブロンデル 	キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 440－ 62：02．4
 11．1�
（仏）

36 ジャディード 牡4黒鹿56 田辺 裕信丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 442－ 6 〃 クビ 28．1�
48 ゴージャスガール 牝7黒鹿55 津村 明秀飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 462＋10 〃 ハナ 215．4�
713� コペルニクス 牡5黒鹿 57

55 △横山 武史近藤 英子氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 444＋ 6 〃 アタマ 44．3�
611� ベルウッドミライ 牡5黒鹿57 丸山 元気鈴木 照雄氏 伊藤 大士 浦河 市川フアーム 482＋12 〃 ハナ 289．8�
47 ウェディングベール 牝4芦 54 北村 宏司岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 448＋162：02．61� 192．6�
23 � ナイルストーリー 牡5黒鹿57 石橋 脩吉田 和美氏 堀 宣行 米 Michelle Redding

& France Weiner 522＋ 62：03．45 109．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 64，378，700円 複勝： 76，799，600円 枠連： 30，439，200円
馬連： 122，655，800円 馬単： 59，591，300円 ワイド： 87，731，300円
3連複： 167，519，900円 3連単： 206，943，000円 計： 816，058，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 180円 � 160円 枠 連（2－5） 690円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 380円 �� 290円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 4，230円

票 数

単勝票数 計 643787 的中 � 262145（1番人気）
複勝票数 計 767996 的中 � 207729（1番人気）� 88738（3番人気）� 111121（2番人気）
枠連票数 計 304392 的中 （2－5） 33727（2番人気）
馬連票数 計1226558 的中 �� 105530（2番人気）
馬単票数 計 595913 的中 �� 43527（2番人気）
ワイド票数 計 877313 的中 �� 58616（2番人気）�� 82994（1番人気）�� 34197（5番人気）
3連複票数 計1675199 的中 ��� 80376（1番人気）
3連単票数 計2069430 的中 ��� 35446（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．7―37．0―49．4―1：02．2―1：13．9―1：25．9―1：37．8―1：49．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

イ ェ ッ ツ ト �
�
父 カ ン パ ニ ー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．12．16 中山1着

2015．4．1生 牡4鹿 母 イスタンブール 母母 アレキサンドリア 6戦2勝 賞金 28，926，000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 アスコットチャンプ号・ウイングセクション号・ホウオウジャンプ号
※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。

00020 1月6日 曇 良 （31中山1）第2日 第8競走 ��
��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

815 サイドチェンジ 牡5黒鹿57 F．ミナリク大塚 亮一氏 池上 昌和 新ひだか 平野牧場 B520＋ 21：53．9 6．2�
（独）

816� リテラルフォース 牡5黒鹿57 内田 博幸村上 稔氏 高柳 大輔 登別 ユートピア牧場 518＋ 21：54．21	 8．2�
612 ブライトリビング 牝6芦 55 大野 拓弥 �社台レースホース久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋101：54．3	 3．3�
23 カ レ ン カ カ 牡5芦 57 三浦 皇成鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 504＋ 81：54．51
 5．7�
24 キングスヴァリュー 牡4栗 56 O．マーフィー �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B500＋ 41：54．81	 5．4�

（英）

35 ゴールドブラッド 牡5栗 57 田中 勝春居城 寿与氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム 504＋ 4 〃 ハナ 23．2	
59 ヴィジョンオブラヴ 牡4青鹿 56

55 ☆木幡 巧也大塚 亮一氏 新開 幸一 新冠 佐藤牧場 494＋ 61：54．9クビ 60．3

12 スペルマロン �5栗 57 岩田 康誠西森 鶴氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 508＋ 21：55．11� 15．4�
510 マーガレットスカイ 牝4黒鹿 54

53 ☆武藤 雅迎 徹氏 黒岩 陽一 日高 沖田牧場 498＋ 4 〃 クビ 14．5�
48 ボールドアテンプト 牝6黒鹿55 田辺 裕信G1レーシング 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 41：55．2クビ 21．6�
714 コスモバーダン 牡7鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 浦河 大西ファーム 518± 01：55．83
 193．8�
36 ドリームリヴァール �9黒鹿 57

54 ▲野中悠太郎ライオンレースホース 池上 昌和 安平 追分ファーム B466± 01：55．9	 131．0�
611 コスモロブロイ 牡4青鹿56 柴田 大知岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 新冠 富本 茂喜 B532± 01：56．0
 52．5�
47 アスタリスク 牡6鹿 57

55 △横山 武史石川 達絵氏 奥村 武 新ひだか 山際 智 B476－ 21：56．1	 79．3�
11 カ ブ キ モ ノ 牡6黒鹿57 F．ブロンデル國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム B524＋161：56．52
 35．7�

（仏）

713 カ バ ト ッ ト 牡6栗 57 勝浦 正樹冨士井直哉氏 森 秀行 米 Tim Thornton 496＋ 81：57．03 214．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 55，024，300円 複勝： 90，746，300円 枠連： 44，430，500円
馬連： 148，828，600円 馬単： 57，441，100円 ワイド： 96，471，500円
3連複： 211，082，300円 3連単： 237，595，500円 計： 941，620，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 180円 � 230円 � 150円 枠 連（8－8） 2，980円

馬 連 �� 2，900円 馬 単 �� 5，450円

ワ イ ド �� 980円 �� 480円 �� 560円

3 連 複 ��� 3，540円 3 連 単 ��� 25，420円

票 数

単勝票数 計 550243 的中 � 70653（4番人気）
複勝票数 計 907463 的中 � 126505（3番人気）� 85355（5番人気）� 184211（1番人気）
枠連票数 計 444305 的中 （8－8） 11550（15番人気）
馬連票数 計1488286 的中 �� 39765（11番人気）
馬単票数 計 574411 的中 �� 7896（21番人気）
ワイド票数 計 964715 的中 �� 23875（11番人気）�� 53621（3番人気）�� 44420（4番人気）
3連複票数 計2110823 的中 ��� 44661（7番人気）
3連単票数 計2375955 的中 ��� 6775（60番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―37．3―50．6―1：03．4―1：16．0―1：28．4―1：40．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F37．9
1
3
16，15，5（12，13）（2，4）－（3，10）（1，6，14）11，7，9－8・（16，15）（5，13，6）（12，4）（2，3，14）（1，10）（11，8）－（9，7）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サイドチェンジ �
�
父 バトルプラン �

�
母父 ジェニュイン デビュー 2017．1．21 中山1着

2014．4．6生 牡5黒鹿 母 ナムラミステリー 母母 タイキミステリー 22戦3勝 賞金 52，550，000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。
（非当選馬） 5頭 エヴィエイション号・カフェアトラス号・スクラッタ号・スズカスマート号・マサキノテソーロ号
※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。



00021 1月6日 曇 良 （31中山1）第2日 第9競走 ��
��2，200�

げいしゅん

迎春ステークス
発走14時25分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，4歳56�5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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．9

良
良

812 ウラヌスチャーム 牝4黒鹿54 O．マーフィー �G1レーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 500＋102：14．1 2．6�
（英）

33 ロサグラウカ 牝4黒鹿54 丸山 元気 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 450＋ 4 〃 クビ 5．8�
44 クレッシェンドラヴ 牡5鹿 57 内田 博幸広尾レース� 林 徹 新ひだか 木村 秀則 488＋ 42：14．31 6．2�
22 フェイズベロシティ 牝6栗 55 北村 宏司池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 464＋ 22：14．4� 16．2�
55 ビッグスモーキー 牡4鹿 56 大野 拓弥 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム 538＋ 6 〃 アタマ 17．6	
79 ダノンキングダム 牡5栗 57 三浦 皇成�ダノックス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 488＋ 8 〃 アタマ 6．4

11 ギブアンドテイク 	8栗 57 岩田 康誠嶋田 賢氏 鹿戸 雄一 浦河 昭和牧場 478＋ 22：14．61
 36．3�
56 エクセレントミスズ 牡6鹿 57 横山 典弘永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 上水牧場 464＋ 82：14．7� 58．7�
811 パイオニアバイオ 牝4鹿 54 柴田 善臣バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム 438＋ 2 〃 クビ 4．9
710 グランドサッシュ 牡8黒鹿57 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 472－ 22：15．12� 66．5�
67 ウインブルーローズ 牡7鹿 57 丹内 祐次�ウイン 高橋 祥泰 浦河 鎌田 正嗣 496＋ 42：15．42 411．9�
68 デルマサリーチャン 牝8鹿 55 武士沢友治浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 500＋ 42：15．82� 401．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 76，059，300円 複勝： 110，154，300円 枠連： 40，091，700円
馬連： 183，961，800円 馬単： 84，602，400円 ワイド： 117，062，900円
3連複： 246，460，400円 3連単： 364，774，400円 計： 1，223，167，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 180円 � 180円 枠 連（3－8） 480円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 370円 �� 460円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，830円 3 連 単 ��� 6，780円

票 数

単勝票数 計 760593 的中 � 229053（1番人気）
複勝票数 計1101543 的中 � 271545（1番人気）� 139959（3番人気）� 136786（4番人気）
枠連票数 計 400917 的中 （3－8） 64490（1番人気）
馬連票数 計1839618 的中 �� 169665（2番人気）
馬単票数 計 846024 的中 �� 45640（3番人気）
ワイド票数 計1170629 的中 �� 84181（2番人気）�� 65850（4番人気）�� 45110（9番人気）
3連複票数 計2464604 的中 ��� 100498（4番人気）
3連単票数 計3647744 的中 ��� 38994（14番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―12．8―12．6―12．6―12．5―12．2―12．0―11．8―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．5―37．3―49．9―1：02．5―1：15．0―1：27．2―1：39．2―1：51．0―2：02．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F34．9
1
3
9－5（3，11）－（1，10）4，12－（6，2）（8，7）・（9，5）（1，3）（4，11）（6，12，10）（8，2）7

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

勝馬の
紹 介

ウラヌスチャーム �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．8．5 新潟1着

2015．3．27生 牝4黒鹿 母 アメジストリング 母母 インフェイヴァー 11戦4勝 賞金 64，406，000円
〔騎手変更〕 ギブアンドテイク号の騎手松岡正海は，第3競走における下見所での負傷のため岩田康誠に変更。
※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。

00022 1月6日 曇 良 （31中山1）第2日 第10競走 ��
��1，600�ジュニアカップ（Ｌ）

発走15時00分 （芝・右・外）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，200万
円毎1�増，�：馬齢重量，GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走またはGⅢ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

810	 ヴァッシュモン 牡3鹿 56 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 英 Gestut Hof
Ittlingen 454＋101：33．8 5．6�

22 カ ル リ ー ノ 牡3鹿 56 勝浦 正樹 �Gリビエール・
レーシング 高橋 裕 浦河 松栄牧場 502＋ 6 〃 クビ 23．1�

66 ディキシーナイト 牡3鹿 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 528＋ 21：34．01
 2．4�
（英）

11 ヘイワノツカイ 牡3栗 56 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 460－ 21：34．1� 4．1�
77 アイスブラスト 牡3鹿 56 内田 博幸 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 新ひだか 沖田 哲夫 492－ 21：34．2� 9．5	
55 プライドランド 牡3芦 56 三浦 皇成 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 456＋ 81：34．3� 7．0

33 エレナレジーナ 牝3鹿 54 F．ミナリク広尾レース� 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 416＋ 61：34．61� 23．4�

（独）

44 オトナノジジョウ 牝3栗 54 岩田 康誠内田 玄祥氏 森 秀行 新冠 中地 広大 436－ 6 〃 クビ 17．6�
78 マイネルアプラウス 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 506＋321：35．23� 124．3
89 ウインレフィナード 牡3黒鹿56 F．ブロンデル�ウイン 畠山 吉宏 浦河 猿橋 義昭 446＋ 2 〃 アタマ 37．0�

（仏）

（10頭）

売 得 金
単勝： 92，630，400円 複勝： 105，275，900円 枠連： 32，571，800円
馬連： 224，165，900円 馬単： 99，737，900円 ワイド： 114，348，600円
3連複： 267，831，200円 3連単： 439，539，500円 計： 1，376，101，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 170円 � 400円 � 130円 枠 連（2－8） 4，280円

馬 連 �� 6，230円 馬 単 �� 9，230円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 320円 �� 660円

3 連 複 ��� 3，420円 3 連 単 ��� 31，390円

票 数

単勝票数 計 926304 的中 � 130563（3番人気）
複勝票数 計1052759 的中 � 154286（3番人気）� 46006（7番人気）� 284764（1番人気）
枠連票数 計 325718 的中 （2－8） 5896（17番人気）
馬連票数 計2241659 的中 �� 27842（19番人気）
馬単票数 計 997379 的中 �� 8097（33番人気）
ワイド票数 計1143486 的中 �� 17813（21番人気）�� 103359（2番人気）�� 43056（8番人気）
3連複票数 計2678312 的中 ��� 58607（11番人気）
3連単票数 計4395395 的中 ��� 10149（108番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．0―34．3―46．0―57．9―1：09．8―1：21．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F35．9

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

勝馬の
紹 介

	ヴァッシュモン �
�
父 Dubawi �

�
母父 Authorized デビュー 2018．9．30 中山2着

2016．1．20生 牡3鹿 母 Daksha 母母 Dareen 3戦2勝 賞金 28，038，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15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。

２レース目



00023 1月6日 曇 良 （31中山1）第2日 第11競走 ��
��1，800�ポルックスステークス

発走15時35分 （ダート・右）
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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

56 テーオーエナジー 牡4栗 56 岩田 康誠小笹 公也氏 宮 徹 新冠 オリエント牧場 508＋ 21：53．3 1．4�
11 ホーリーブレイズ 牡5鹿 56 高倉 稜村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 472－ 41：54．04 10．6�
813	 シャイニービーム 牡7鹿 56 丸山 元気小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 458± 0 〃 ハナ 217．2�
68 ク ル ー ガ ー 牡7黒鹿57 O．マーフィー �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 532± 0 〃 ハナ 8．6�

（英）

711 ザイディックメア 牡7鹿 56 F．ミナリク �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 478＋ 8 〃 ハナ 27．3�
（独）

33 ア ル ク ト ス 牡4鹿 55 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 新冠 須崎牧場 550＋10 〃 クビ 6．0	
710 サクラルコール 牡8栃栗56 勝浦 正樹
さくらコマース田島 俊明 新ひだか 高橋 修 496＋ 61：54．31
 72．8�
57 マイネルオフィール 牡7鹿 56 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム B508＋101：55．04 109．8�
45 ヨ シ オ 牡6鹿 56 内田 博幸仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 486－ 2 〃 クビ 22．5
44 ハーベストムーン 牡4黒鹿55 津村 明秀三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム B510－ 21：55．21� 37．5�
69 マインシャッツ 牡6栗 56 石川裕紀人吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム B486－ 41：55．62� 252．8�
812 ブラックスピネル 牡6黒鹿56 三浦 皇成 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 510＋ 2 〃 クビ 25．1�
22 ブラゾンドゥリス 牡7鹿 58 F．ブロンデル 
ノルマンディーサラブレッドレーシング 尾形 和幸 浦河 村下 清志 532＋ 61：57．3大差 150．1�

（仏）

（13頭）

売 得 金
単勝： 114，938，300円 複勝： 220，459，100円 枠連： 76，849，500円
馬連： 403，292，200円 馬単： 196，851，800円 ワイド： 186，237，000円
3連複： 557，921，100円 3連単： 1，088，471，300円 計： 2，845，020，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 190円 � 1，770円 枠 連（1－5） 670円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 320円 �� 3，430円 �� 13，440円

3 連 複 ��� 25，070円 3 連 単 ��� 57，300円

票 数

単勝票数 計1149383 的中 � 633790（1番人気）
複勝票数 計2204591 的中 � 1409832（1番人気）� 147100（3番人気）� 10015（12番人気）
枠連票数 計 768495 的中 （1－5） 88264（3番人気）
馬連票数 計4032922 的中 �� 513528（3番人気）
馬単票数 計1968518 的中 �� 200201（3番人気）
ワイド票数 計1862370 的中 �� 171793（3番人気）�� 12891（29番人気）�� 3237（58番人気）
3連複票数 計5579211 的中 ��� 16686（59番人気）
3連単票数 計10884713 的中 ��� 13772（150番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．6―38．1―51．6―1：03．7―1：16．3―1：28．6―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テーオーエナジー �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 Crafty Prospector デビュー 2017．11．11 京都1着

2015．3．11生 牡4栗 母 シルキークラフト 母母 Oceana 9戦4勝 賞金 63，565，000円
［他本会外：2戦1勝］

※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。

00024 1月6日 曇 良 （31中山1）第2日 第12競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

710 ゴールドギア 牡4黒鹿56 三浦 皇成有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 三嶋牧場 482＋ 42：01．0 4．5�
811 サブライムカイザー 牡7鹿 57 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌和 新ひだか 矢野牧場 B502± 0 〃 クビ 26．2�
33 ロードプレミアム 牡6黒鹿57 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 新ひだか ケイアイファーム 500＋ 42：01．21� 38．4�
812 ショワドゥロワ 牡5黒鹿57 O．マーフィー 村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 510＋ 4 〃 ハナ 5．5�

（英）

11 ウインイクシード 牡5黒鹿57 F．ミナリク�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 490＋ 42：01．3クビ 3．2�
（独）

79 プレイヤーサムソン 牡6鹿 57 蛯名 正義嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 478± 02：01．4	 21．7	
44 マイネルスフェーン 牡5栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 464－ 2 〃 クビ 40．4

22 ダイワギャバン 牡4鹿 56 田辺 裕信大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 478＋ 42：01．5クビ 5．0�
68 レイエスプランドル 牡4鹿 56 石橋 脩 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 512＋ 22：02．03 12．0
55 ウインスラーヴァ 牡4鹿 56

55 ☆藤田菜七子�ウイン 上原 博之 新冠 中本牧場 466＋ 42：02．42
 79．2�
67 トーセンクリーガー 牡4栗 56 柴田 善臣島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 484＋ 8 〃 ハナ 140．9�
56 グ ラ ン サ ム 牡4栗 56 丸山 元気 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B478＋ 4 〃 ハナ 8．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 96，238，000円 複勝： 117，809，200円 枠連： 48，479，500円
馬連： 237，003，600円 馬単： 94，516，300円 ワイド： 140，622，700円
3連複： 316，061，100円 3連単： 468，252，500円 計： 1，518，982，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 200円 � 560円 � 980円 枠 連（7－8） 730円

馬 連 �� 5，310円 馬 単 �� 7，970円

ワ イ ド �� 1，810円 �� 2，500円 �� 5，390円

3 連 複 ��� 32，970円 3 連 単 ��� 134，440円

票 数

単勝票数 計 962380 的中 � 167691（2番人気）
複勝票数 計1178092 的中 � 190404（2番人気）� 49796（8番人気）� 26835（10番人気）
枠連票数 計 484795 的中 （7－8） 51356（3番人気）
馬連票数 計2370036 的中 �� 34565（19番人気）
馬単票数 計 945163 的中 �� 8891（32番人気）
ワイド票数 計1406227 的中 �� 20331（21番人気）�� 14549（29番人気）�� 6636（43番人気）
3連複票数 計3160611 的中 ��� 7189（92番人気）
3連単票数 計4682525 的中 ��� 2525（405番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．7―36．7―48．8―1：01．2―1：13．4―1：25．3―1：37．0―1：48．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴールドギア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2017．10．9 東京1着

2015．3．1生 牡4黒鹿 母 ギンザボナンザ 母母 ア ル ウ ェ ン 13戦3勝 賞金 58，974，000円
※出走取消馬 デルマウオッカ号（疾病〔右前肢跛行〕のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

４レース目



（31中山1）第2日 1月6日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 173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

239，850，000円
12，960，000円
19，550，000円
1，210，000円
26，470，000円
71，778，000円
5，312，800円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
762，278，400円
1，103，769，500円
412，574，400円
1，851，333，500円
848，197，300円
1，113，435，600円
2，532，095，000円
3，729，812，900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 12，353，496，600円

総入場人員 21，617名 （有料入場人員 19，557名）
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