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00061 1月19日 晴 良 （31中山1）第6日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時10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

510 メールデゾレ 牝3栗 54
53 ☆武藤 雅吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 458－101：12．9 4．4�

611� ブライトンテソーロ 牡3黒鹿56 大野 拓弥了德寺健二ホール
ディングス� 栗田 徹 英 Merry Fox

Stud Limited 474＋ 41：13．32� 9．4�
36 フィリーズラン 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也岡村 善行氏 牧 光二 新冠 新冠伊藤牧場 414－ 6 〃 ハナ 3．7�
11 ハーベストゴールド 牡3栗 56 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 加藤 和宏 日高 坂東ファーム 452＋141：14．36 5．2�
59 シンボリビーノ 牡3黒鹿56 横山 典弘シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 野島牧場 480＋ 21：14．93� 14．7�
714 クリノリトルスター 牝3栗 54 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 日高 増尾牧場 410＋ 21：15．32� 197．6	
48 シャドーバンキング 牡3鹿 56 江田 照男田頭 勇貴氏 的場 均 日高 新井 昭二 508＋161：15．4	 274．1

47 タ ン レ イ 牝3芦 54 F．ミナリク佐久間拓士氏 伊藤 大士 新ひだか 藤沢牧場 432－ 21：15．5クビ 32．3�

（独）

24 テンノウザン 牡3黒鹿56 田中 勝春長谷川清英氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 458－ 81：15．71� 17．1�
12 タイセイグリード 牡3栗 56 内田 博幸田中 成奉氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B466－ 41：15．8� 83．8
23 � タイガーキット 牡3栗 56 三浦 皇成�須野牧場 和田正一郎 米 Budget

Stable 480－ 6 〃 ハナ 21．3�
815 ムーランブラン 牝3芦 54

53 ☆藤田菜七子村上 卓史氏 黒岩 陽一 日高 白井牧場 454＋ 41：15．9クビ 54．1�
612 ブルーコーナー 牝3青 54

52 △菊沢 一樹�サンライズ 菊沢 隆徳 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 460＋ 41：16．0� 40．9�

35 スパイラルチャージ 牡3青鹿56 O．マーフィー �レッドマジック田島 俊明 新冠 パカパカ
ファーム 464－ 81：16．21� 5．4�

（英）

713 ゼネラルアダージョ 牝3鹿 54
51 ▲野中悠太郎 �ジェネラルレーシング 中野 栄治 新冠 レジェンドファーム 446－ 41：16．41 295．1�

816 エンジェルインメイ 牝3黒鹿54 西田雄一郎谷口 祐人氏 武藤 善則 浦河 大北牧場 400－121：17．03� 112．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，923，800円 複勝： 49，580，500円 枠連： 16，317，200円
馬連： 64，212，800円 馬単： 27，091，700円 ワイド： 48，808，300円
3連複： 94，399，600円 3連単： 101，762，300円 計： 431，096，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 280円 � 130円 枠 連（5－6） 1，430円

馬 連 �� 2，460円 馬 単 �� 4，000円

ワ イ ド �� 800円 �� 290円 �� 710円

3 連 複 ��� 2，580円 3 連 単 ��� 15，430円

票 数

単勝票数 計 289238 的中 � 51760（2番人気）
複勝票数 計 495805 的中 � 89177（2番人気）� 32847（5番人気）� 116938（1番人気）
枠連票数 計 163172 的中 （5－6） 8827（8番人気）
馬連票数 計 642128 的中 �� 20175（8番人気）
馬単票数 計 270917 的中 �� 5075（14番人気）
ワイド票数 計 488083 的中 �� 14572（8番人気）�� 48492（1番人気）�� 16557（6番人気）
3連複票数 計 943996 的中 ��� 27379（5番人気）
3連単票数 計1017623 的中 ��� 4780（29番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．5―12．3―12．9―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．3―46．6―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メールデゾレ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．12．1 中山4着

2016．3．14生 牝3栗 母 メイルストローム 母母 マジックコード 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔騎手変更〕 スパイラルチャージ号の騎手戸崎圭太は，病気のためO．マーフィーに変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エンジェルインメイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年2月19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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 シュンラン号・スタンニングモガ号・ペイシャコリンナ号・モリトイナセ号
※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。

00062 1月19日 晴 良 （31中山1）第6日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時40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

510 フラテルニテ 牝3芦 54
53 ☆武藤 雅北嶋 義三氏 戸田 博文 平取 北島牧場 492± 01：58．0 5．9�

714 コングールテソーロ 牡3鹿 56 三浦 皇成了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 新ひだか 高橋フアーム 474－ 81：58．31� 2．2�

713 サクラザチェンジ 牡3栗 56 柴田 大知岡田 繁幸氏 武藤 善則 新ひだか 増本牧場 B472＋ 21：58．61� 10．9�
815 フィデリオグリーン 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎斎藤 光政氏 根本 康広 浦河 向別牧場 504＋ 41：59．23� 9．6�
24 トラインコンパス 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 巧也�G1レーシング 小笠 倫弘 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 436＋ 21：59．3� 68．6�

11 ク ロ ヒ ョ ウ 牡3青鹿56 田辺 裕信河内 孝夫氏 小西 一男 日高 坂 牧場 474＋ 21：59．83 41．4	
612 トキノミドリ 牡3鹿 56 O．マーフィー 岡田 勇氏 柴田 政人 新ひだか 久米 和夫 506＋ 22：00．22� 14．0


（英）

47 ケイティクラウン �3栗 56 嘉藤 貴行瀧本 和義氏 清水 英克 日高 中館牧場 B482＋ 2 〃 ハナ 19．5�
48 プリマコロン 牝3栗 54 田中 勝春臼井義太郎氏 天間 昭一 新冠 細川農場 480－ 22：00．51� 100．2�
59 コウジンホウオウ 牡3芦 56 江田 照男加藤 興一氏 松山 将樹 浦河 ディアレスト

クラブ 470－ 22：00．71 51．3
611 ジョイナイト 牡3鹿 56 石川裕紀人西村 亮二氏 武市 康男 日高 下河辺牧場 492＋ 42：01．02 22．6�
23 ミヤビソフィア 牝3栗 54 内田 博幸村上 義勝氏 中舘 英二 新ひだか 静内白井牧場 456± 0 〃 ハナ 6．7�
816 ビビッドオスカー 牝3栗 54 勝浦 正樹程田 真司氏 竹内 正洋 浦河 小倉牧場 482± 02：02．48 143．3�
36 トーセンブロンクス 牡3鹿 56 菅原 隆一島川 �哉氏 柴田 政人 日高 長谷川牧場 476＋ 2 〃 ハナ 252．7�
35 ショウナンサジン 牡3黒鹿56 F．ミナリク国本 哲秀氏 田中 剛 洞�湖 レイクヴィラファーム 472－ 82：03．25 18．8�

（独）

12 シャインマスカット 牝3鹿 54
52 △菊沢 一樹田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新ひだか 上野 正恵 434－102：11．2大差 278．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，095，700円 複勝： 42，240，400円 枠連： 14，819，700円
馬連： 58，916，200円 馬単： 24，658，500円 ワイド： 40，939，200円
3連複： 76，293，800円 3連単： 84，707，100円 計： 368，670，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 150円 � 120円 � 220円 枠 連（5－7） 530円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，810円

ワ イ ド �� 290円 �� 830円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，660円 3 連 単 ��� 9，140円

票 数

単勝票数 計 260957 的中 � 35062（2番人気）
複勝票数 計 422404 的中 � 69535（2番人気）� 116492（1番人気）� 37451（5番人気）
枠連票数 計 148197 的中 （5－7） 21421（1番人気）
馬連票数 計 589162 的中 �� 61919（1番人気）
馬単票数 計 246585 的中 �� 10209（5番人気）
ワイド票数 計 409392 的中 �� 40110（1番人気）�� 11460（8番人気）�� 23444（4番人気）
3連複票数 計 762938 的中 ��� 34439（2番人気）
3連単票数 計 847071 的中 ��� 6717（12番人気）

ハロンタイム 12．7―12．1―13．4―13．2―12．7―12．7―13．2―13．6―14．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．8―38．2―51．4―1：04．1―1：16．8―1：30．0―1：43．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．9―3F41．2
1
3
11，10，14（7，12，15）（13，16）（2，4，5）9－3－（1，8）6
11，10，14（13，15）12－（4，16）（7，5）3，9，8，2，1，6

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

勝馬の
紹 介

フラテルニテ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2018．11．17 東京10着

2016．3．11生 牝3芦 母 ワンサイドゲーム 母母 グッドゲーム 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ショウナンサジン号・シャインマスカット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年

2月19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 ツギノイッテ号
※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６日



00063 1月19日 晴 良 （31中山1）第6日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時10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

510 ウイニングメイビー 牡3黒鹿56 三浦 皇成井上 久光氏 柴田 政人 日高 サンバマウン
テンファーム B466＋ 21：58．2 1．9�

713 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 460－ 21：58．83� 7．6�

714 エスコーバタハト 牡3鹿 56 M．デムーロディアレストクラブ� 菊川 正達 安平 吉田牧場 484＋ 21：59．22� 6．3�
11 エレガントエルフ 牡3鹿 56 O．マーフィー 岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 新ひだか 岡田スタツド B468－ 21：59．62 5．0�

（英）

611 ジ ェ イ コ ブ 牡3鹿 56 内田 博幸市川義美ホール
ディングス� 中舘 英二 千歳 社台ファーム 496＋ 41：59．7� 35．0�

36 ローズギフト 牝3鹿 54 柴田 善臣和泉 憲一氏 田中 博康 新ひだか 北洋牧場 484＋ 81：59．8� 27．2	
23 ラブミフォーエバー 牡3芦 56 大野 拓弥村田 哲朗氏 勢司 和浩 新ひだか 桜井牧場 454－ 42：00．01� 59．8

48 イワネコゴシキ 牡3青鹿 56

55 ☆武藤 雅丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 510－ 62：00．1� 55．8�
59 ラ ラ フ ァ ル 牡3栗 56 江田 照男玉腰 勇吉氏 和田 勇介 浦河 三嶋牧場 476－ 22：00．41� 300．7�
24 ゴーゴーナカヤマ 牡3青鹿56 嘉藤 貴行中山牧場 高市 圭二 浦河 中山牧場 484＋ 22：00．61 14．5�
612 シゲルシンジュ 牡3芦 56 武士沢友治森中 蕃氏 水野 貴広 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 492＋ 82：01．34 202．5�
816 マ ト イ 牡3鹿 56

54 △菊沢 一樹坂本 守孝氏 畠山 吉宏 新冠 大林ファーム 438＋142：01．4クビ 321．9�
815 カネコメヒカル 牡3栗 56 北村 宏司髙岡 義雄氏 高橋 裕 浦河 中村 雅明 464－ 2 〃 ハナ 43．8�
35 ペイシャスプリング 牝3栗 54

51 ▲山田 敬士北所 直人氏 松永 康利 浦河 梅田牧場 452＋ 42：02．14 361．5�
12 シャイニーホワイト 牡3芦 56

53 ▲野中悠太郎小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 清水牧場 508－ 62：03．37 165．8�
47 アーバンキャット 牡3栗 56 田辺 裕信 スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 458＋ 2 （競走中止） 22．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，888，800円 複勝： 53，457，500円 枠連： 15，019，200円
馬連： 60，897，900円 馬単： 28，582，600円 ワイド： 43，524，200円
3連複： 82，821，200円 3連単： 101，774，700円 計： 420，966，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 170円 � 210円 枠 連（5－7） 330円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 310円 �� 360円 �� 870円

3 連 複 ��� 1，770円 3 連 単 ��� 6，700円

票 数

単勝票数 計 348888 的中 � 141904（1番人気）
複勝票数 計 534575 的中 � 200351（1番人気）� 65187（3番人気）� 43919（4番人気）
枠連票数 計 150192 的中 （5－7） 34451（1番人気）
馬連票数 計 608979 的中 �� 74563（2番人気）
馬単票数 計 285826 的中 �� 24084（2番人気）
ワイド票数 計 435242 的中 �� 38650（2番人気）�� 31899（3番人気）�� 11378（10番人気）
3連複票数 計 828212 的中 ��� 34978（4番人気）
3連単票数 計1017747 的中 ��� 11011（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．5―38．7―52．4―1：05．6―1：18．7―1：31．7―1：44．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．6―3F39．5
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ウイニングメイビー �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 エ ル ハ ー ブ デビュー 2018．10．27 東京12着

2016．4．13生 牡3黒鹿 母 ジョセフィーヌ 母母 タケノフアルコン 5戦1勝 賞金 7，750，000円
〔騎手変更〕 エスコーバタハト号の騎手戸崎圭太は，病気のためM．デムーロに変更。
〔競走中止〕 アーバンキャット号は，競走中に疾病〔左第1指関節脱臼〕を発症したため3コーナーで競走中止。
〔制裁〕 エレガントエルフ号の騎手O．マーフィーは，発走後まもなく外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番・9番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シャイニーホワイト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年2月19日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 イリュージョニスト号
（非抽選馬） 1頭 グランエスタード号
※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。

00064 1月19日 晴 良 （31中山1）第6日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時40分 （ダート・右）

牝，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

815 アヴォンリー 牝3栗 54
51 ▲野中悠太郎田中 準市氏 竹内 正洋 新冠 村田牧場 454 ―1：12．8 3．0�

36 スマートマルシェ 牝3鹿 54 F．ミナリク大川 徹氏 加藤 征弘 浦河 山口 義彦 482 ―1：13．01 2．9�
（独）

714 ペイシャネガノ 牝3栗 54 武士沢友治北所 直人氏 伊藤 正徳 新ひだか 友田牧場 466 ―1：13．95 8．4�
12 キタノキセキ 牝3栗 54

52 △菊沢 一樹北所 直人氏 伊藤 正徳 日高 森永牧場 430 ―1：15．17 52．8�
611 ミスアラカン 牝3栗 54 柴田 大知杉浦 和也氏 奥平 雅士 新ひだか 田中 裕之 450 ― 〃 クビ 16．8�
510 ロ ジ ベ ー カ 牝3鹿 54 横山 典弘久米田正明氏 古賀 慎明 新冠 オリエント牧場 424 ―1：15．2クビ 11．8�
816 ロンギングエレン 牝3鹿 54 石橋 脩坂本 浩一氏 田村 康仁 新ひだか 田上 徹 484 ―1：15．62� 9．5	
23 ド ナ ピ コ 牝3鹿 54 畑端 省吾山田 貢一氏 牧浦 充徳 平取 スガタ牧場 398 ―1：16．13 89．8

24 コ コ ロ コ 牝3栗 54 西田雄一郎上田 忠男氏 南田美知雄 新ひだか 中田 浩美 446 ―1：16．31� 185．2�
11 シェアザプレジャー 牝3栗 54 嘉藤 貴行山田 弘氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 382 ―1：16．93� 49．9�
35 ア ン ク ー ル 牝3黒鹿54 伊藤 工真鈴木美江子氏 田島 俊明 新冠 新冠橋本牧場 462 ―1：17．11 225．3
48 ノ ル ニ ル 牝3栗 54

51 ▲山田 敬士小川 敏夫氏 小桧山 悟 日高 木村牧場 438 ― 〃 クビ 37．4�
59 ケ イ ト リ ン 牝3栗 54 菅原 隆一川島 吉男氏 武市 康男 新冠 ラツキー牧場 458 ―1：17．84 225．5�
612 シルフィーナ 牝3芦 54

53 ☆藤田菜七子大島 芳子氏 本間 忍 日高 本間牧場 416 ―1：17．9� 29．3�
713 ブラーミスト 牝3黒鹿54 大野 拓弥加藤 徹氏 小桧山 悟 浦河 三好牧場 440 ―1：18．11� 52．1�
47 シゲルスギライト 牝3鹿 54

53 ☆武藤 雅森中 蕃氏 高橋 裕 日高 スウィング
フィールド牧場 488 ―1：20．0大差 13．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，180，600円 複勝： 34，320，800円 枠連： 15，180，900円
馬連： 51，237，400円 馬単： 24，359，500円 ワイド： 36，679，900円
3連複： 67，835，400円 3連単： 77，744，100円 計： 336，538，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 130円 � 180円 枠 連（3－8） 440円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 220円 �� 430円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，260円 3 連 単 ��� 4，120円

票 数

単勝票数 計 291806 的中 � 76859（2番人気）
複勝票数 計 343208 的中 � 79899（1番人気）� 71864（2番人気）� 38014（3番人気）
枠連票数 計 151809 的中 （3－8） 26382（1番人気）
馬連票数 計 512374 的中 �� 82265（1番人気）
馬単票数 計 243595 的中 �� 19438（1番人気）
ワイド票数 計 366799 的中 �� 49924（1番人気）�� 20585（2番人気）�� 15098（5番人気）
3連複票数 計 678354 的中 ��� 40298（1番人気）
3連単票数 計 777441 的中 ��� 13669（1番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．5―12．5―12．7―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．5―47．0―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アヴォンリー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 メジロライアン 初出走

2016．3．4生 牝3栗 母 ラヴァーズレーン 母母 モ ガ ミ ヒ メ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シルフィーナ号・ブラーミスト号・シゲルスギライト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成31年2月19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20頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）20頭 ガウナ号・カッチョエペペ号・カメリアテソーロ号・キタサンテンビー号・キョウエイパントル号・

シゲルトパーズ号・ジャングルキッド号・スパローリズム号・タマモジャイブ号・チヨビッグシー号・
バームブラック号・ヒロリリイブ号・ブリリアントモア号・ブルーコーラル号・マロンクルール号・
ミニオンペール号・ランランコハク号・リブパッション号・レーヴプランセス号・ワンダースピリッツ号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



00065 1月19日 晴 良 （31中山1）第6日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時30分 （芝・右・外）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

510 アトラクティヴ 牝3栗 54 M．デムーロ近藤 英子氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 426 ―1：35．4 3．8�
24 ガ ロ シ ェ 牝3黒鹿 54

53 ☆武藤 雅 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 448＋ 2 〃 ハナ 2．6�

713 コスモリミックス 牡3青 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 剛 浦河 酒井牧場 448＋ 21：35．5� 4．4�
612 ス ー ス ー 牝3栗 54 北村 宏司田中 純一氏 大和田 成 浦河 杵臼牧場 414＋ 41：35．92� 103．6�
35 ショウナンサンキュ �3栗 56 内田 博幸国本 哲秀氏 古賀 史生 新冠 アラキフアーム 484＋ 81：36．0	 16．3�
23 スコッチフラワー 牝3鹿 54 田辺 裕信小池 依子氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 462－101：36．1� 36．1	
714 ナ ム ラ ブ ル 牡3鹿 56 横山 和生奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 森 政巳 472＋ 4 〃 クビ 71．2

815 ファンシーラン 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也岡村 善行氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 420＋ 41：36．41	 21．6�
48 ジョブックビザーレ 牡3黒鹿 56

55 ☆藤田菜七子�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 440－ 2 〃 アタマ 54．1
12 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 478－ 21：36．61
 6．4�

（独）

47 マイネルコルサ 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 金成 貴史 浦河 小島牧場 480＋ 21：36．81
 44．8�

36 ハロールーラー 牡3鹿 56 田中 勝春海谷 幸司氏 和田 勇介 新ひだか 木下牧場 424－ 21：37．22� 169．1�
59 フ ガ ク 牡3黒鹿 56

54 △菊沢 一樹中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 450＋ 41：37．51	 212．3�
611 オ ル エ ン 牝3鹿 54 武士沢友治松谷 翔太氏 石栗 龍彦 浦河 川越ファーム 446＋ 81：37．81	 400．9�
816 ハーモニーソード 牡3黒鹿56 大野 拓弥日下部勝德氏 土田 稔 平取 坂東牧場 522＋ 21：38．01
 100．5�
11 ダイユウドナテラ 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士大友 靖岐氏 松永 康利 日高 幾千世牧場 428 ―1：39．06 161．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，396，600円 複勝： 47，552，400円 枠連： 14，362，700円
馬連： 68，309，500円 馬単： 30，868，600円 ワイド： 46，294，400円
3連複： 88，474，700円 3連単： 102，383，300円 計： 438，642，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 120円 � 130円 枠 連（2－5） 640円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 290円 �� 420円 �� 180円

3 連 複 ��� 740円 3 連 単 ��� 4，340円

票 数

単勝票数 計 403966 的中 � 83434（2番人気）
複勝票数 計 475524 的中 � 71686（3番人気）� 118683（1番人気）� 95711（2番人気）
枠連票数 計 143627 的中 （2－5） 17188（2番人気）
馬連票数 計 683095 的中 �� 70828（2番人気）
馬単票数 計 308686 的中 �� 16862（4番人気）
ワイド票数 計 462944 的中 �� 37909（2番人気）�� 23888（4番人気）�� 78926（1番人気）
3連複票数 計 884747 的中 ��� 88865（1番人気）
3連単票数 計1023833 的中 ��� 17097（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．9―35．3―46．6―58．6―1：11．0―1：22．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．8―3F36．8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アトラクティヴ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ウォーエンブレム 初出走

2016．1．17生 牝3栗 母 シンハディーパ 母母 シンハリーズ 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔騎手変更〕 スコッチフラワー号の騎手戸崎圭太は，病気のため田辺裕信に変更。
※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 ヒロコプリンセス号・ヨコスカダンディー号
（非抽選馬） 1頭 トーセンジンライム号
※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。

00066 1月19日 晴 良 （31中山1）第6日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走13時05分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

814� ロンドンテソーロ 牡3栗 56 三浦 皇成了德寺健二ホール
ディングス� 武井 亮 愛 Roundhill Stud &

J. S. Investments 490＋ 61：11．3 11．9�
57 オリオンパッチ 牡3黒鹿56 F．ミナリク陳 立文氏 加藤 征弘 浦河 バンブー牧場 492－ 21：11．93� 2．1�

（独）

711 ナ ス ノ ダ ケ 牡3栗 56 O．マーフィー �須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 510－ 21：12．22 3．4�

（英）

712 イチゴミルフィーユ 牝3鹿 54 北村 宏司保坂 和孝氏 林 徹 浦河 林 孝輝 450＋ 41：12．51	 7．0�
45 トーアシオン 牡3栗 56 江田 照男高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 486± 0 〃 クビ 9．8	
69 ラブミーリッキー 牝3栗 54

53 ☆武藤 雅小林 祥晃氏 手塚 貴久 新冠 村上 欽哉 480＋ 81：12．81	 97．9

610 トーセンリスト 牝3栗 54

52 △菊沢 一樹島川 �哉氏 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 434＋ 21：12．9クビ 65．1�
813 ア シ ャ カ ド 牡3黒鹿56 内田 博幸吉冨 学氏 斉藤 崇史 日高 オリオンファーム 496＋ 41：13．0	 35．6
34 ス ズ ノ ウ メ 牝3鹿 54 柴田 善臣小紫惠美子氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 464± 01：13．21 49．2�
33 キタノオドリコ 牝3鹿 54 石川裕紀人河内 孝夫氏 相沢 郁 日高 増尾牧場 478－101：13．51	 48．0�
11 � スマートドレイク 牡3鹿 56 柴田 大知大川 徹氏 村山 明 加

Anderson Farms Ont. Inc.,
Rod Ferguson Farms Ltd &
Donald Ferguson

498＋ 41：13．81	 38．4�
22 ニシノフルバンク 牡3栗 56 田辺 裕信西山 茂行氏 伊藤 圭三 新ひだか 藤巻 則弘 B500＋101：14．11	 28．7�
58 ケイゴールド 牝3青鹿54 大野 拓弥友水 達也氏 中野 栄治 新冠 岩見牧場 476－ 21：14．63 101．2�
46 スマートサヴァラン 牡3鹿 56 横山 和生大川 徹氏 古賀 史生 新ひだか タツヤファーム 454＋ 2 〃 ハナ 228．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 48，450，600円 複勝： 88，198，600円 枠連： 21，283，800円
馬連： 83，152，800円 馬単： 39，159，400円 ワイド： 58，648，500円
3連複： 113，521，100円 3連単： 146，583，000円 計： 598，997，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 180円 � 110円 � 120円 枠 連（5－8） 640円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 2，970円

ワ イ ド �� 310円 �� 440円 �� 170円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 8，640円

票 数

単勝票数 計 484506 的中 � 32438（5番人気）
複勝票数 計 881986 的中 � 62478（4番人気）� 416925（1番人気）� 149153（2番人気）
枠連票数 計 212838 的中 （5－8） 25523（2番人気）
馬連票数 計 831528 的中 �� 72140（2番人気）
馬単票数 計 391594 的中 �� 9872（10番人気）
ワイド票数 計 586485 的中 �� 43441（2番人気）�� 28766（6番人気）�� 110176（1番人気）
3連複票数 計1135211 的中 ��� 105610（1番人気）
3連単票数 計1465830 的中 ��� 12295（21番人気）

ハロンタイム 11．7―10．6―11．3―12．2―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．3―33．6―45．8―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ロンドンテソーロ �
�
父 Exceed And Excel �

�
母父 Sir Percy デビュー 2018．9．22 中山5着

2016．2．28生 牡3栗 母 Allegrezza 母母 Allegro Viva 5戦2勝 賞金 15，200，000円
〔騎手変更〕 アシャカド号の騎手戸崎圭太は，病気のため内田博幸に変更。
〔発走状況〕 スマートドレイク号・スズノウメ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。



00067 1月19日 晴 良 （31中山1）第6日 第7競走 ��
��2，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時35分 （芝・右・外）
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
2：10．1
2：09．9

良
良

714 サトノシャーク 牡5鹿 57 O．マーフィー �サトミホースカンパニー 田中 博康 千歳 社台ファーム B530＋102：14．1 19．3�
（英）

47 ジョブックコメン 牝4黒鹿 54
51 ▲山田 敬士�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 428＋ 42：14．2� 12．0�

36 アルビオリクス 牡4鹿 56 石橋 脩 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 512＋ 82：14．51	 5．0�
815 ドリームマジック 牝5鹿 55 柴田 善臣堀口 晴男氏 中川 公成 浦河 高岸 順一 466－ 4 〃 アタマ 90．2�
48 ロマンテソーロ 牝4青鹿54 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 466＋242：14．6� 72．4	
24 レッドヴァール 牝4鹿 54 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 474＋ 8 〃 ハナ 2．1

11 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 488＋ 4 〃 アタマ 3．7�
12 ゴールドパッキャオ 牡4栗 56 内田 博幸増田 和啓氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 474＋122：15．13 17．6�
713 プランスシャルマン 牡6栗 57 北村 宏司村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 486＋30 〃 クビ 99．0
612
 ハ ナ ザ カ リ 牝4黒鹿54 田辺 裕信岡田 壮史氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田牧場 488＋ 22：15．2� 44．0�
59 テ ィ イ 牝4黒鹿54 F．ミナリク近藤 英子氏 大竹 正博 登別 青藍牧場 452＋202：15．3クビ 58．9�

（独）

35 ウイングセクション 牡4栗 56 江田 照男 �サンデーレーシング 田中 剛 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 494＋ 8 〃 ハナ 125．4�

611 マイネルパンドーロ 牡5黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 494＋10 〃 クビ 61．9�

23 ローズクランス 牡6鹿 57 嶋田 純次グリーンフィールズ� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 520＋ 22：15．4クビ 102．8�
510 シゲルシイタケ 牡4鹿 56 蛯名 正義森中 蕃氏 中野 栄治 浦河 王蔵牧場 466＋ 82：15．82� 38．9�
816
 マイネルスカイ 牡4黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム B488－172：16．33 162．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，988，900円 複勝： 56，851，400円 枠連： 19，158，300円
馬連： 78，968，200円 馬単： 35，657，000円 ワイド： 52，806，400円
3連複： 102，417，900円 3連単： 132，949，300円 計： 518，797，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，930円 複 勝 � 430円 � 290円 � 210円 枠 連（4－7） 5，440円

馬 連 �� 8，270円 馬 単 �� 17，270円

ワ イ ド �� 2，090円 �� 1，490円 �� 920円

3 連 複 ��� 13，350円 3 連 単 ��� 106，380円

票 数

単勝票数 計 399889 的中 � 16545（6番人気）
複勝票数 計 568514 的中 � 30503（6番人気）� 51227（4番人気）� 79880（3番人気）
枠連票数 計 191583 的中 （4－7） 2729（17番人気）
馬連票数 計 789682 的中 �� 7398（22番人気）
馬単票数 計 356570 的中 �� 1548（44番人気）
ワイド票数 計 528064 的中 �� 6362（19番人気）�� 9086（12番人気）�� 15154（9番人気）
3連複票数 計1024179 的中 ��� 5750（33番人気）
3連単票数 計1329493 的中 ��� 906（262番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．5―12．8―12．3―12．2―12．1―12．0―11．9―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．9―36．4―49．2―1：01．5―1：13．7―1：25．8―1：37．8―1：49．7―2：01．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サトノシャーク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Pure Prize デビュー 2016．10．16 京都2着

2014．2．1生 牡5鹿 母 オ ジ ャ グ ワ 母母 Open Secrets 15戦3勝 賞金 36，857，000円
〔騎手変更〕 サトノシャーク号の騎手戸崎圭太は，病気のためO．マーフィーに変更。
〔制裁〕 レッドヴァール号の騎手三浦皇成は，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30，000円。（被害馬：1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。
（非抽選馬） 1頭 リードザフィールド号
※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。

00068 1月19日 晴 良 （31中山1）第6日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走14時05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

36 シゲルベンガルトラ 牡5栗 57 横山 典弘森中 蕃氏 和田 勇介 新冠 石田牧場 480＋ 21：12．2 3．8�
510 ポップシンガー 牝5鹿 55 勝浦 正樹村山 卓也氏 鈴木 伸尋 日高 川島 正広 458＋ 4 〃 クビ 11．4�
816 ザベストエバー 牡5黒鹿57 田辺 裕信古賀 慎一氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 472＋121：12．3� 15．3�
35 ロトヴィグラス 牡4栗 56

53 ▲山田 敬士國武 佳博氏 高市 圭二 新ひだか 沖田 哲夫 474－ 21：12．4クビ 8．4�
815	 ブランメジェール 牝5芦 55 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 米 White Fox
Farm 474－ 6 〃 クビ 5．1�

713 シセイタケル 牡4栗 56 F．ミナリク猪苗代 勇氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 468± 01：12．71� 7．1	
（独）

24 オレノマニラ 牡4栗 56 柴田 善臣諸岡 慶氏 土田 稔 日高 北田 剛 444＋101：13．01
 48．0

714 ミ ラ ビ リ ア 牝4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 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド 474＋121：13．1� 80．4�

23 スカイソング 牝5芦 55 江田 照男西村 專次氏 古賀 史生 浦河 グラストレーニ
ングセンター 460－161：13．2クビ 60．5�

611 アースヴィグラス 牝5鹿 55 横山 和生松山 増男氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 474＋ 4 〃 クビ 5．2
612� タニセンジュピター 牡5鹿 57

56 ☆武藤 雅染谷 幸雄氏 加藤 和宏 浦河 梅田牧場 468＋101：13．62
 228．9�
47 � リネンカイソク 牡5黒鹿57 丹内 祐次戸山 昌彦氏 加藤 和宏 新ひだか 嶋田牧場 496＋101：14．02
 256．5�
48 ノボベイビー 牡4栗 56 内田 博幸�LS.M 天間 昭一 清水 小野瀬 竜馬 480＋ 2 〃 クビ 9．1�
11 オウケンブライト 牝5芦 55 西村 太一福井 明氏 加藤 征弘 浦河 辻 牧場 478＋ 11：14．53 140．4�
12 グラスレガシー 牝4黒鹿54 的場 勇人半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 514＋ 21：14．92
 151．8�
59 � シュバルツブリッツ �4黒鹿 56

54 △菊沢 一樹 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 井高牧場 416－111：15．43 70．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，321，700円 複勝： 59，621，300円 枠連： 22，223，000円
馬連： 92，046，900円 馬単： 36，296，000円 ワイド： 57，683，800円
3連複： 120，311，900円 3連単： 140，345，700円 計： 567，850，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 340円 � 370円 枠 連（3－5） 1，550円

馬 連 �� 2，590円 馬 単 �� 4，170円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 1，410円 �� 2，950円

3 連 複 ��� 13，410円 3 連 単 ��� 52，120円

票 数

単勝票数 計 393217 的中 � 81232（1番人気）
複勝票数 計 596213 的中 � 114143（1番人気）� 40071（7番人気）� 36467（8番人気）
枠連票数 計 222230 的中 （3－5） 11070（7番人気）
馬連票数 計 920469 的中 �� 27440（14番人気）
馬単票数 計 362960 的中 �� 6513（17番人気）
ワイド票数 計 576838 的中 �� 14998（14番人気）�� 10577（20番人気）�� 4906（30番人気）
3連複票数 計1203119 的中 ��� 6728（49番人気）
3連単票数 計1403457 的中 ��� 1952（206番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．8―12．3―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．7―47．0―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルベンガルトラ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2016．6．25 阪神3着

2014．2．28生 牡5栗 母 ローズヘイロー 母母 ツジノローズ 19戦3勝 賞金 55，311，000円
〔制裁〕 タニセンジュピター号の騎手武藤雅は，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：14番・

11番）
※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 アルチレイロ号・カワキタロマン号
（非抽選馬） 1頭 サリネロ号
※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。



00069 1月19日 晴 良 （31中山1）第6日 第9競走 ��
��1，800�

わ か た け

若 竹 賞
発走14時35分 （芝・右）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

44 ヒシイグアス 牡3青鹿56 F．ミナリク阿部 雅英氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 498＋ 81：50．4 1．9�
（独）

11 フォークテイル 牝3鹿 54 O．マーフィー �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 440＋ 4 〃 クビ 4．5�
（英）

88 グラディーヴァ 牝3鹿 54 M．デムーロ近藤 英子氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 448－101：50．5� 3．7�
66 � ヴィエナブロー 牝3黒鹿54 藤田菜七子吉田 千津氏 林 徹 仏 Mr Hubert

Mazeaud 444± 01：50．92� 12．1�
77 イルジオーネ 牝3鹿 54 武藤 雅 �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 492－ 21：51．11	 69．5�
33 ランペドゥーザ 牝3栗 54 江田 照男�ミルファーム 高市 圭二 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 468＋ 4 〃 クビ 247．3	
55 ドラウプニル 牡3鹿 56 石橋 脩吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 468－ 61：51．31	 6．9

22 ゴーアブロード 牡3鹿 56 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 502± 01：52．89 320．7�

（8頭）

売 得 金
単勝： 68，915，700円 複勝： 83，018，900円 枠連： 発売なし
馬連： 93，085，900円 馬単： 56，097，500円 ワイド： 42，485，100円
3連複： 85，258，000円 3連単： 285，663，900円 計： 714，525，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 120円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 220円 �� 160円 �� 280円

3 連 複 ��� 420円 3 連 単 ��� 1，850円

票 数

単勝票数 計 689157 的中 � 282533（1番人気）
複勝票数 計 830189 的中 � 486756（1番人気）� 93683（3番人気）� 98640（2番人気）
馬連票数 計 930859 的中 �� 130944（3番人気）
馬単票数 計 560975 的中 �� 53678（3番人気）
ワイド票数 計 424851 的中 �� 47622（3番人気）�� 77113（1番人気）�� 32622（5番人気）
3連複票数 計 852580 的中 ��� 149200（2番人気）
3連単票数 計2856639 的中 ��� 111605（4番人気）

ハロンタイム 12．6―13．0―12．4―12．8―12．5―12．4―11．9―11．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―25．6―38．0―50．8―1：03．3―1：15．7―1：27．6―1：38．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F34．7
1
3
4，8（1，5）6，3－7－2
4（1，8，5）6（3，7）－2

2
4
4（1，8）5－6，3－7－2・（4，8）5，1（6，7）3－2

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒシイグアス �

父 ハーツクライ �


母父 Bernstein デビュー 2018．11．25 東京2着

2016．1．22生 牡3青鹿 母 ラ リ ズ 母母 La Marlene 3戦2勝 賞金 17，982，000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。

00070 1月19日 晴 良 （31中山1）第6日 第10競走 ��
��1，800�

はつあかね

初 茜 賞
発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上，1，000万円以下，30．1．20以降31．1．14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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

11 ゴ ラ イ ア ス 牡4青鹿55 O．マーフィー �サンデーレーシング 高木 登 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 500＋ 41：53．7 1．5�

（英）

45 パレスハングリー 牝5黒鹿54 木幡 巧也西村 豊氏 大江原 哲 新ひだか カタオカフアーム 486＋ 41：53．91 7．2�
22 ベバスカーン 牡6鹿 54 M．デムーロ千明牧場 勢司 和浩 浦河 田中スタッド 560＋ 21：54．11 7．3�
814 スパイスマジック 牡4芦 53 勝浦 正樹 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B492＋161：54．2� 43．0�
712 ドリームリヴァール �9黒鹿53 三浦 皇成ライオンレースホース� 池上 昌和 安平 追分ファーム B464－ 21：54．41	 147．7	
711 スペルマロン �5栗 55 内田 博幸西森 鶴氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 506－ 21：54．5クビ 26．3

58 デルマカルヴァドス 牡4鹿 53 大野 拓弥浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 500＋12 〃 クビ 36．8�
57 ハ シ カ ミ 牡6青鹿53 武士沢友治中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 488＋ 41：54．6クビ 74．8�
813 マーガレットスカイ 牝4黒鹿51 武藤 雅迎 徹氏 黒岩 陽一 日高 沖田牧場 500＋ 2 〃 同着 14．9
46 メイスンスパート �6栗 54 西田雄一郎梅村 浩氏 岩戸 孝樹 浦河 アイオイファーム B460± 01：55．55 51．0�
33 ケイツーリラ 牝4青鹿51 藤田菜七子楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新冠 オリエント牧場 442＋121：55．71	 22．5�
34 ビ ッ ザ ー ロ 牝5鹿 52 江田 照男�ラ・メール 奥村 武 浦河 大島牧場 544－ 41：56．01� 20．8�
610
 プライムコード 牡5栗 54 北村 宏司�ターフ・スポート小西 一男 新冠 村田牧場 490＋ 41：56．53 18．1�
69 ブリガアルタ 牝6鹿 53 石川裕紀人 �サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 450－ 41：57．88 130．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 58，415，600円 複勝： 138，704，900円 枠連： 28，898，900円
馬連： 144，680，700円 馬単： 69，723，800円 ワイド： 87，673，700円
3連複： 201，438，900円 3連単： 312，076，500円 計： 1，041，613，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 150円 � 180円 枠 連（1－4） 460円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 570円

ワ イ ド �� 220円 �� 260円 �� 630円

3 連 複 ��� 860円 3 連 単 ��� 2，160円

票 数

単勝票数 計 584156 的中 � 292825（1番人気）
複勝票数 計1387049 的中 � 864979（1番人気）� 112455（2番人気）� 84255（3番人気）
枠連票数 計 288989 的中 （1－4） 48297（1番人気）
馬連票数 計1446807 的中 �� 230454（1番人気）
馬単票数 計 697238 的中 �� 91300（1番人気）
ワイド票数 計 876737 的中 �� 114109（1番人気）�� 86795（2番人気）�� 30088（8番人気）
3連複票数 計2014389 的中 ��� 174341（1番人気）
3連単票数 計3120765 的中 ��� 104492（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―36．4―49．6―1：02．3―1：14．9―1：27．8―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ゴ ラ イ ア ス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．8．13 新潟3着

2015．3．5生 牡4青鹿 母 ジョウノファミリー 母母 エビスファミリー 7戦3勝 賞金 38，169，000円
〔騎手変更〕 ベバスカーン号の騎手戸崎圭太は，病気のためM．デムーロに変更。
※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。



00071 1月19日 晴 良 （31中山1）第6日 第11競走 ��
��1，800�

は つ ふ じ

初富士ステークス
発走15時45分 （芝・右）
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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

58 レッドローゼス 牡5鹿 57 O．マーフィー �東京ホースレーシング 国枝 栄 平取 坂東牧場 490＋ 61：48．6 2．4�
（英）

34 アッフィラート 牝6鹿 55 北村 宏司 �社台レースホース藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 448＋ 21：48．81� 11．0�

814 チャンピオンルパン 牡8鹿 57 石橋 脩坪野谷和平氏 勢司 和浩 新冠 榊原 光子 504＋ 2 〃 クビ 28．5�
11 テ ィ ソ ー ナ 	6黒鹿57 杉原 誠人 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 504－ 21：48．9
 22．6�
46 アーバンキッド 牡6鹿 57 F．ミナリク �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 488＋ 2 〃 アタマ 33．4	

（独）

45 ア シ ュ リ ン 牝4青鹿54 M．デムーロ吉田 和美氏 松永 幹夫 新ひだか 前川 正美 454－10 〃 クビ 3．0

610 カフジバンガード 牡4鹿 56 蛯名 正義加藤 守氏 松元 茂樹 浦河 酒井牧場 482－ 4 〃 クビ 11．0�
22 マイネルネーベル 牡7鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 464± 01：49．11 268．0�
711 ウインフェニックス 牡8鹿 57 柴田 大知�ウイン 奥平 雅士 平取 船越 伸也 480－ 61：49．2
 28．8
69 ウイングチップ 	7黒鹿57 田中 勝春 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 500－ 2 〃 クビ 109．8�
33 レッドシルヴィ 牝6鹿 55 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 462＋ 21：49．41 16．3�
712 メイショウフェイク 牡7鹿 57 内田 博幸内田 玄祥氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 518＋12 〃 クビ 90．7�
813 スモークフリー 牡7芦 57 大野 拓弥 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 538－ 21：49．61� 266．7�
57 アウトライアーズ 牡5鹿 57 田辺 裕信丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 508＋12 〃 クビ 9．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 101，204，200円 複勝： 139，291，400円 枠連： 67，707，300円
馬連： 343，724，800円 馬単： 130，064，800円 ワイド： 183，029，000円
3連複： 491，774，100円 3連単： 675，851，300円 計： 2，132，646，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 260円 � 460円 枠 連（3－5） 590円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，100円 �� 2，740円

3 連 複 ��� 7，820円 3 連 単 ��� 24，830円

票 数

単勝票数 計1012042 的中 � 328327（1番人気）
複勝票数 計1392914 的中 � 420387（1番人気）� 116370（3番人気）� 55299（9番人気）
枠連票数 計 677073 的中 （3－5） 88256（2番人気）
馬連票数 計3437248 的中 �� 236208（2番人気）
馬単票数 計1300648 的中 �� 57005（3番人気）
ワイド票数 計1830290 的中 �� 124563（2番人気）�� 41483（12番人気）�� 15952（27番人気）
3連複票数 計4917741 的中 ��� 47164（26番人気）
3連単票数 計6758513 的中 ��� 19729（69番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―25．4―37．5―50．1―1：02．1―1：14．1―1：25．6―1：36．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．5―3F34．5
1
3
1，12（5，6）（2，8，11）14（4，3）13，9，10，7
1，12，6（5，8）11（2，3，14）4，13，9，10－7

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

勝馬の
紹 介

レッドローゼス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Galileo デビュー 2016．8．6 新潟3着

2014．4．16生 牡5鹿 母 リヴィアローズ 母母 Kiftsgate Rose 19戦5勝 賞金 114，748，000円
〔騎手変更〕 アッフィラート号の騎手戸崎圭太は，病気のため北村宏司に変更。
〔制裁〕 アッフィラート号の騎手北村宏司は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：13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。

00072 1月19日 晴 良 （31中山1）第6日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走16時20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

815 ボーダーオブライフ 牡5鹿 57 横山 典弘�レッドマジック金成 貴史 千歳 社台ファーム 494＋101：34．6 31．8�
36 クインズサン 牡6青 57

54 ▲野中悠太郎亀田 和弘氏 和田正一郎 浦河 日進牧場 474＋241：34．7� 77．3�
23 トータルソッカー 牡5栗 57 柴田 善臣渡邊 隆氏 伊藤 正徳 新ひだか 真歌田中牧場 510＋ 6 〃 アタマ 6．7�
510 ネームユアポイズン 	5鹿 57 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 480＋ 81：34．8クビ 16．1�

（英）

48 アイスフィヨルド 牡4芦 56
55 ☆武藤 雅佐々木雄二氏 武藤 善則 浦河 浦河小林牧場 448＋ 6 〃 ハナ 4．4	

816 プ レ ト リ ア 	4鹿 56 F．ミナリク多田 賢司氏 中川 公成 浦河 大北牧場 454－ 2 〃 ハナ 19．7

（独）

611 アバルラータ 牝5鹿 55 M．デムーロ安原 浩司氏 
島 一歩 新ひだか 岡田牧場 450－ 41：34．9� 3．6�
59 シーズララバイ 牝5栗 55 勝浦 正樹吉田 千津氏 竹内 正洋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446＋ 21：35．0� 161．9�
12 イノバティブ 牡5鹿 57 大野 拓弥畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 470＋16 〃 クビ 98．6
47 エイシンスレイマン 牡5鹿 57 三浦 皇成�栄進堂 西園 正都 浦河 多田 善弘 462－10 〃 ハナ 7．7�
713 アドマイヤシナイ 牡5鹿 57 田辺 裕信近藤 利一氏 上原 博之 洞�湖 レイクヴィラファーム 474－ 41：35．1� 12．2�
35 ベストリゾート 牡5鹿 57 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 496＋101：35．2� 41．3�
24 サ ン ク ロ ワ 牡6栗 57 内田 博幸�G1レーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム B472＋ 21：35．3クビ 5．6�
612 エクラミレネール 牝6芦 55 柴田 大知岡田 牧雄氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド B464－ 41：35．4� 154．1�
714 ビオラフォーエバー 	8栗 57 江田 照男熊澤 浩樹氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 464－ 41：35．71� 260．3�
11 イサチルルンルン 牝4鹿 54

53 ☆藤田菜七子小坂 功氏 竹内 正洋 浦河 小葉松 幸雄 448＋ 2 〃 クビ 142．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 83，128，600円 複勝： 108，257，700円 枠連： 47，922，400円
馬連： 183，100，600円 馬単： 65，991，900円 ワイド： 113，244，700円
3連複： 248，892，500円 3連単： 308，476，000円 計： 1，159，014，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，180円 複 勝 � 840円 � 1，570円 � 290円 枠 連（3－8） 9，150円

馬 連 �� 63，400円 馬 単 �� 126，900円

ワ イ ド �� 15，020円 �� 4，110円 �� 5，600円

3 連 複 ��� 159，270円 3 連 単 ��� 1，016，560円

票 数

単勝票数 計 831286 的中 � 20861（9番人気）
複勝票数 計1082577 的中 � 32269（10番人気）� 16393（11番人気）� 114157（5番人気）
枠連票数 計 479224 的中 （3－8） 4055（23番人気）
馬連票数 計1831006 的中 �� 2238（74番人気）
馬単票数 計 659919 的中 �� 390（155番人気）
ワイド票数 計1132447 的中 �� 1932（72番人気）�� 7157（38番人気）�� 5225（48番人気）
3連複票数 計2488925 的中 ��� 1172（236番人気）
3連単票数 計3084760 的中 ��� 220（1381番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―11．5―11．7―12．0―11．9―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．3―35．8―47．5―59．5―1：11．4―1：22．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F35．1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ボーダーオブライフ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー 2016．10．15 東京2着

2014．2．8生 牡5鹿 母 サクラサクⅡ 母母 サクラフブキ 13戦4勝 賞金 45，473，000円
〔騎手変更〕 エイシンスレイマン号の騎手戸崎圭太は，病気のため三浦皇成に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 シベリアンタイガー号
※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。



（31中山1）第6日 1月19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 178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

195，040，000円
2，590，000円
19，660，000円
1，180，000円
21，510，000円
72，172，000円
4，628，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
598，910，800円
901，095，800円
282，893，400円
1，322，333，700円
568，551，300円
811，817，200円
1，773，439，100円
2，470，317，200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 8，729，358，500円

総入場人員 16，720名 （有料入場人員 15，120名）
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