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00013 1月7日 晴 良 （30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

11 アメリカンツイスト 牡3鹿 56 松岡 正海 �グリーンファーム中舘 英二 千歳 社台ファーム 482＋ 81：12．6 4．0�
36 ビビッドプルメージ 牡3青鹿56 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 482± 0 〃 クビ 5．3�
714 バットオールソー 牡3栗 56 田辺 裕信久保田 定氏 大和田 成 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456± 01：13．02� 1．7�
816 エリープラネット 牝3栗 54 三浦 皇成谷川 正純氏 天間 昭一 新ひだか 広田牧場 426－ 41：13．74 12．0�
35 ネイティブカラー 牡3鹿 56 武士沢友治小川 敏夫氏 小桧山 悟 日高 木村牧場 474＋121：13．8� 367．1	
59 ナムラファラー 牡3黒鹿56 丸山 元気奈村 信重氏 谷原 義明 様似 林 時春 468＋14 〃 アタマ 42．5

611 セイウングラッパ 牡3黒鹿 56

53 ▲菊沢 一樹西山 茂行氏 伊藤 圭三 日高 長谷川 一男 446－ 81：14．22� 46．5�
47 グロウアイリス 牝3栗 54 江田 照男飯田 政子氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 416－10 〃 クビ 53．0�
713 ツァイトライゼ 牡3栗 56 蛯名 正義 �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 446＋ 4 〃 アタマ 48．9
24 ディアベリンダ 牝3鹿 54 丸田 恭介ディアレストクラブ� 宗像 義忠 様似 小田 誠一 452＋ 61：14．41� 58．1�
23 ハードファクト 牡3鹿 56 宮崎 北斗伊東 純一氏 尾形 充弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454＋ 21：14．5クビ 30．7�
612 ランニングセンス 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也福田 光博氏 加藤 和宏 日高 白井牧場 478＋ 41：14．82 218．6�
815 ユニコーンレディ 牝3栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 正道 新ひだか 山際 智 458＋ 61：15．01� 332．1�
510 ホクセンノマイ 牝3黒鹿54 大野 拓弥大野 裕氏 新開 幸一 新ひだか 坂本 智広 422－121：15．32 76．0�
48 シャトープリンセス 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子円城 幸男氏 根本 康広 浦河 カナイシスタッド 414－121：15．72� 98．2�
12 カワキタロマン 牡3黒鹿56 菅原 隆一川島 吉男氏 武市 康男 浦河 大道牧場 464－ 41：16．44 121．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，718，300円 複勝： 94，079，200円 枠連： 18，973，300円
馬連： 75，629，700円 馬単： 46，720，300円 ワイド： 49，483，100円
3連複： 108，752，300円 3連単： 156，968，600円 計： 583，324，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 120円 � 110円 � 110円 枠 連（1－3） 1，150円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 1，850円

ワ イ ド �� 330円 �� 170円 �� 210円

3 連 複 ��� 540円 3 連 単 ��� 4，070円

票 数

単勝票数 計 327183 的中 � 64750（2番人気）
複勝票数 計 940792 的中 � 80836（3番人気）� 97600（2番人気）� 620842（1番人気）
枠連票数 計 189733 的中 （1－3） 12749（5番人気）
馬連票数 計 756297 的中 �� 52381（4番人気）
馬単票数 計 467203 的中 �� 18860（6番人気）
ワイド票数 計 494831 的中 �� 31352（4番人気）�� 87182（1番人気）�� 60140（2番人気）
3連複票数 計1087523 的中 ��� 150643（1番人気）
3連単票数 計1569686 的中 ��� 27944（6番人気）

ハロンタイム 11．8―11．0―12．0―12．1―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．8―34．8―46．9―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アメリカンツイスト �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．9．3 新潟4着

2015．2．19生 牡3鹿 母 エアウイングス 母母 シークレットシェアラー 4戦1勝 賞金 6，850，000円
〔制裁〕 セイウングラッパ号の騎手菊沢一樹は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ダテノイグナイト号・チビノオリヴィア号
（非抽選馬） 8頭 グラスレガシー号・クリノモンロー号・ゴウノモノ号・コルニヨン号・ディアバビアナ号・トリニティハート号・

ブロンドキュート号・メルトポイント号

00014 1月7日 晴 良 （30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）

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

816 オデュッセイア 牝3栗 54 大野 拓弥吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 456－ 21：57．9 9．9�
35 グラスコマチ 牝3黒鹿54 田辺 裕信半沢� 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 434＋ 6 〃 アタマ 3．2�
24 レッドアマポーラ 牝3青鹿54 吉田 隼人�コオロ 萱野 浩二 新冠 細川農場 B456－ 41：58．53� 13．5�
11 フジノシャイン 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅遠藤 良一氏 和田 雄二 新ひだか カタオカフアーム 468± 0 〃 ハナ 7．6�
612 パ チ ュ リ ー 牝3鹿 54 戸崎 圭太片山 晃氏 金成 貴史 新ひだか 三木田牧場 440－ 41：58．71� 4．3�
23 スズカアーチスト 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 462－ 41：59．01� 9．5	
714 アズマピアサー 牝3黒鹿54 長岡 禎仁東 哲次氏 柄崎 孝 日高 日高大洋牧場 442－ 21：59．74 236．2

36 グラスルーナ 牝3栗 54 勝浦 正樹半沢� 杉浦 宏昭 新ひだか タツヤファーム 492＋12 〃 アタマ 22．4�
47 ハシレウマザンマイ 牝3栗 54

53 ☆井上 敏樹鈴木 慈雄氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 432＋102：00．12� 85．2�
815 サロルンカムイ 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史�谷口牧場 天間 昭一 新ひだか 坂本 智広 432＋ 22：00．2クビ 281．9
59 エレガントテソーロ 牝3鹿 54 北村 宏司了德寺健二氏 和田 雄二 安平 追分ファーム 426－ 4 〃 クビ 26．4�
611 グッドモーメント 牝3青鹿54 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 418－ 62：00．41 80．4�
510 イ ナ ン ナ 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎北所 直人氏 竹内 正洋 新ひだか 沖田 忠幸 464＋ 22：00．72 6．8�
48 ゴールデンサラ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子村山 忠弘氏 根本 康広 日高 株式会社カ
ネツ牧場 492＋ 8 〃 クビ 94．1�

12 カーネーション 牝3鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 奥平 雅士 日高 竹島 幸治 460± 0 （競走中止） 32．8�
（15頭）

713 ウ ィ キ ャ ン 牝3鹿 54 蛯名 正義道永 幸治氏 田中 清隆 新冠 スカイビーチステーブル ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 32，454，500円 複勝： 51，181，900円 枠連： 20，256，000円
馬連： 77，101，200円 馬単： 33，993，100円 ワイド： 47，727，900円
3連複： 100，413，600円 3連単： 117，296，600円 計： 480，424，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 220円 � 160円 � 290円 枠 連（3－8） 2，050円

馬 連 �� 2，300円 馬 単 �� 5，070円

ワ イ ド �� 880円 �� 2，340円 �� 740円

3 連 複 ��� 10，080円 3 連 単 ��� 53，480円

票 数

単勝票数 差引計 324545（返還計 457） 的中 � 26085（6番人気）
複勝票数 差引計 511819（返還計 1321） 的中 � 58239（4番人気）� 101366（1番人気）� 38205（7番人気）
枠連票数 差引計 202560（返還計 37） 的中 （3－8） 7650（11番人気）
馬連票数 差引計 771012（返還計 3865） 的中 �� 25947（9番人気）
馬単票数 差引計 339931（返還計 1382） 的中 �� 5023（20番人気）
ワイド票数 差引計 477279（返還計 3138） 的中 �� 14192（9番人気）�� 5017（31番人気）�� 17123（7番人気）
3連複票数 差引計1004136（返還計 11178） 的中 ��� 7469（37番人気）
3連単票数 差引計1172966（返還計 14204） 的中 ��� 1590（187番人気）

ハロンタイム 12．8―12．1―13．0―13．9―12．6―12．6―13．1―13．6―14．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．9―37．9―51．8―1：04．4―1：17．0―1：30．1―1：43．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．5―3F40．9
1
3
3（5，10）（2，6，12）－（4，14）（1，16）－（11，15）－（7，8）＝9・（3，5）16－（6，10，12）4（11，1，14）－15，8－7＝9＝2

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

勝馬の
紹 介

オデュッセイア �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2017．10．28 東京11着

2015．2．3生 牝3栗 母 ドライアッド 母母 オークツリー 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔出走取消〕 ウィキャン号は，疾病〔左前肢挫創〕のため出走取消。
〔競走中止〕 カーネーション号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため4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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 スクワットゴールズ号・ベストミライ号
（非抽選馬） 1頭 ライトページェント号

第１回 中山競馬 第２日



00015 1月7日 晴 良 （30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）
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 キングスキャット 牡3鹿 56
55 ☆井上 敏樹 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 508＋101：58．0 37．5�

59 スズヨブラック 牡3鹿 56 田中 勝春鈴木与四郎氏 松永 康利 浦河 栄進牧場 474＋ 61：58．32 18．9�
510 トミケンゲヌーク �3青 56 江田 照男冨樫 賢二氏 和田 正道 新ひだか 乾 皆雄 464± 01：58．4� 55．8�
815 スカルダイヤモンド 牡3栗 56 松田 大作�KTレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 452＋14 〃 アタマ 23．2�
713 ノーザンクリス 牡3芦 56 内田 博幸 C．チェン氏 加藤 征弘 洞	湖 レイクヴィラファーム 522＋ 21：58．61
 6．8	
12 コハクノユメ 牡3鹿 56 柴山 雄一橋本 忠雄氏 本間 忍 浦河 大道牧場 512± 0 〃 ハナ 2．0

11 ディナミーデン 牡3芦 56 戸崎 圭太ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 浦河日成牧場 456－ 81：58．7クビ 9．4�
612 トーアスサノオー 牡3栗 56 西田雄一郎高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 462＋ 21：58．8� 114．0�
611 アルマライル 牡3青鹿56 柴田 大知コウトミックレーシング 伊藤 大士 新ひだか 野坂牧場 506＋121：58．9� 85．1
48 ゴールドキー 牡3栗 56 丸田 恭介北前孔一郎氏 池上 昌和 新冠 大林ファーム 476－ 21：59．0� 21．6�
714 ファーストペンギン 牡3鹿 56 大野 拓弥松田 整二氏 新開 幸一 平取 びらとり牧場 500＋ 41：59．1クビ 95．4�
35 シゲルジャンボイモ 牡3芦 56

53 ▲武藤 雅森中 蕃氏 武藤 善則 様似 猿倉牧場 512＋101：59．42 29．8�
47 ダイワダンディ 牡3栗 56 田辺 裕信大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 518－ 81：59．5クビ 4．1�
23 ティーエスフォルソ 牡3黒鹿56 松岡 正海深見 富朗氏 的場 均 新冠 前川 隆範 424＋ 41：59．92� 245．0�
36 アポロカイオー 牡3黒鹿56 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 浦河 杵臼牧場 500－ 2 〃 ハナ 89．0�
24 アブナイヒロユキ 牡3黒鹿 56

53 ▲横山 武史菊地 祐司氏 大江原 哲 むかわ 真壁 信一 B516＋ 82：00．96 332．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 41，198，000円 複勝： 56，937，300円 枠連： 24，813，500円
馬連： 85，596，400円 馬単： 41，655，800円 ワイド： 54，426，800円
3連複： 115，110，700円 3連単： 144，493，000円 計： 564，231，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，750円 複 勝 � 1，100円 � 390円 � 1，410円 枠 連（5－8） 6，880円

馬 連 �� 39，580円 馬 単 �� 66，470円

ワ イ ド �� 9，150円 �� 10，630円 �� 6，670円

3 連 複 ��� 334，620円 3 連 単 ��� 634，890円

票 数

単勝票数 計 411980 的中 � 8766（9番人気）
複勝票数 計 569373 的中 � 13067（9番人気）� 42020（5番人気）� 10078（10番人気）
枠連票数 計 248135 的中 （5－8） 2792（16番人気）
馬連票数 計 855964 的中 �� 1676（57番人気）
馬単票数 計 416558 的中 �� 470（104番人気）
ワイド票数 計 544268 的中 �� 1534（61番人気）�� 1320（65番人気）�� 2113（49番人気）
3連複票数 計1151107 的中 ��� 258（291番人気）
3連単票数 計1444930 的中 ��� 165（992番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．8―38．1―51．5―1：04．8―1：18．2―1：31．1―1：44．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．2―3F39．8
1
3
16，15－12（1，13）4，10，5，7，6，9，2，3，8，14，11
16（15，1，13）（12，10）（5，7）（4，9，2）6（8，3）（14，11）

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

勝馬の
紹 介

キングスキャット �
�
父 スマートロビン �

�
母父 スピードワールド デビュー 2017．6．11 東京14着

2015．4．20生 牡3鹿 母 ハニーカラー 母母 スピードエアロ 6戦1勝 賞金 5，500，000円
〔発走状況〕 ダイワダンディ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 スズヨブラック号の騎手田中勝春は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：1番・13番）
※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 テイエムフリーオー号・ヌーヴェプレジール号・メモリーブレッド号・モンサルヴァート号
（非抽選馬） 2頭 アルスラーン号・コスモターンブルー号

00016 1月7日 晴 良 （30中山1）第2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 マルブツインパルス 牡3栗 56 勝浦 正樹大澤 利久氏 杉浦 宏昭 浦河 岡本牧場 408 ―1：14．8 4．4�
12 アスクヴェリウェル 牡3鹿 56 田辺 裕信廣崎利洋HD� 中舘 英二 新冠 川上牧場 452 ―1：15．11� 12．0�
815 ヒマラヤアクア 牡3鹿 56 武士沢友治辻 大作氏 小桧山 悟 浦河 グランデファーム 450 ―1：15．2� 13．7�
510 カフジユニコーン 牡3鹿 56 福永 祐一加藤 守氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 490 ―1：15．3� 4．4�
47 ショウナンアイシス 牝3青鹿54 北村 宏司国本 哲秀氏 勢司 和浩 新ひだか 静内フアーム 428 ―1：15．4� 15．5�
59 コトブキハウンド 牡3鹿 56 丸山 元気尾上 松壽氏 金成 貴史 新冠 パカパカ

ファーム 484 ― 〃 ハナ 27．5	
611 ミルトボード 牡3芦 56 吉田 隼人永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 新冠 浜口牧場 476 ―1：15．5クビ 23．4

23 レジーナカフェ 牝3黒鹿54 柴山 雄一西川 光一氏 小島 太 浦河 太陽牧場 458 ― 〃 ハナ 118．1�
714 フジジェットレディ 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子�フジレーシング 根本 康広 むかわ 桑原牧場 428 ―1：15．81� 64．0
11 マイネルアングリフ 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 赤石 久夫 462 ― 〃 アタマ 62．2�
48 ヴィヴァマリアンヌ 牝3栗 54

51 ▲武藤 雅井上 一郎氏 武藤 善則 様似 中脇 一幸 446 ―1：16．12 2．8�
816 プリプリクインダム 牝3栗 54 横山 典弘澤田 孝之氏 菊沢 隆徳 新冠 石郷岡 雅樹 486 ― 〃 ハナ 14．4�
713 ヘ ー ゼ ル 牝3青鹿 54

53 ☆木幡 初也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 黒岩 陽一 新ひだか キヨタケ牧場 438 ―1：16．2� 47．0�

36 サンオーガスタ 牝3栗 54 横山 和生 �加藤ステーブル 粕谷 昌央 浦河 笹島 智則 430 ―1：16．83� 216．9�
24 ダイヤモンドビーム 牝3栗 54 嘉藤 貴行北原光一郎氏 加藤 和宏 むかわ 真壁 信一 466 ―1：18．07 152．5�
35 ヤマニンキアラ 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 武史土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 432 ―1：18．53 127．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，197，700円 複勝： 47，013，700円 枠連： 26，416，800円
馬連： 75，397，400円 馬単： 35，327，500円 ワイド： 46，797，800円
3連複： 92，131，000円 3連単： 108，672，200円 計： 471，954，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 320円 � 320円 枠 連（1－6） 1，800円

馬 連 �� 2，010円 馬 単 �� 3，380円

ワ イ ド �� 950円 �� 870円 �� 2，020円

3 連 複 ��� 7，740円 3 連 単 ��� 26，630円

票 数

単勝票数 計 401977 的中 � 71536（3番人気）
複勝票数 計 470137 的中 � 86124（2番人気）� 33807（5番人気）� 34271（4番人気）
枠連票数 計 264168 的中 （1－6） 11330（9番人気）
馬連票数 計 753974 的中 �� 28948（5番人気）
馬単票数 計 353275 的中 �� 7831（8番人気）
ワイド票数 計 467978 的中 �� 12864（9番人気）�� 14151（6番人気）�� 5769（26番人気）
3連複票数 計 921310 的中 ��� 8918（26番人気）
3連単票数 計1086722 的中 ��� 2958（67番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．5―12．8―13．3―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．7―35．2―48．0―1：01．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルブツインパルス �
�
父 トビーズコーナー �

�
母父 Gone West 初出走

2015．4．27生 牡3栗 母 エ ブ ア ド 母母 Oumaldaaya 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 マルブツインパルス号の騎手勝浦正樹は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6

番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の16頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）16頭 イクヨロブロイ号・エルフィ号・サクラノハナビラ号・サンノーマン号・ジェイケイマッチョ号・ダイダラボッチ号・

トウカイパシオン号・ドナプリモ号・トモジャオール号・ハッピーハッピー号・ヒザクリゲ号・フルネス号・
ホワイトブレンド号・ミスターオーネット号・リグーリア号・ロトヴィンテージ号



00017 1月7日 晴 良 （30中山1）第2日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

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

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

36 ハーレムライン 牝3鹿 54 大野 拓弥吉田 千津氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 458－ 81：33．9 8．1�
35 ワールドヘリテージ 牡3鹿 56 勝浦 正樹谷岡 毅氏 金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 448＋ 21：34．11� 173．4�
611 フ レ ッ チ ア 牡3青鹿56 石橋 脩�橋口 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 490＋ 6 〃 アタマ 3．7�
24 ミッキーハイド 牡3鹿 56 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 502－ 4 〃 クビ 1．9�
23 シュバルツリッター 牡3青鹿56 三浦 皇成ライオンレースホース� 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 464＋ 61：34．73� 7．3�
510 ニシノジャガーズ 牡3鹿 56 内田 博幸西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 清水ファーム 478＋ 4 〃 クビ 14．5	
48 ク ス リ バ コ 牡3鹿 56 戸崎 圭太小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 456＋ 41：34．91� 15．8

11 ア シ ェ ッ ト 牝3鹿 54 大庭 和弥加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 446± 01：35．11� 59．1�
713 クリームヒルト 牝3黒鹿54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：35．73� 256．2
714 ロイヤルジュビリー 牝3青 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 436± 01：36．12� 44．6�
816 スピードウイング 牡3鹿 56 江田 照男池田 草龍氏 石毛 善彦 新冠 上井農場 460＋ 6 〃 アタマ 180．5�
59 コスモビッグハート 牡3栗 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 浦河 市川フアーム 480－ 21：36．31� 76．5�
47 セカイイサン 牡3黒鹿56 武士沢友治江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 454＋ 81：36．4� 433．3�
12 アンポルタン 牝3鹿 54 吉田 隼人平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 432± 01：36．5クビ 91．9�
612 トーセングロリア 牝3青鹿54 津村 明秀島川 �哉氏 武市 康男 日高 有限会社 エ

スティファーム 456－ 41：36．82 497．2�
815 キーポジション 牡3栗 56 丸山 元気北前孔一郎氏 土田 稔 新冠 大林ファーム 456＋161：37．01� 210．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，876，500円 複勝： 86，825，600円 枠連： 27，213，900円
馬連： 103，775，600円 馬単： 56，453，300円 ワイド： 70，449，100円
3連複： 147，315，000円 3連単： 208，040，700円 計： 756，949，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 280円 � 3，160円 � 170円 枠 連（3－3） 32，490円

馬 連 �� 40，130円 馬 単 �� 78，110円

ワ イ ド �� 10，030円 �� 560円 �� 6，720円

3 連 複 ��� 57，960円 3 連 単 ��� 451，580円

票 数

単勝票数 計 568765 的中 � 56056（4番人気）
複勝票数 計 868256 的中 � 81756（4番人気）� 5315（13番人気）� 167092（2番人気）
枠連票数 計 272139 的中 （3－3） 649（31番人気）
馬連票数 計1037756 的中 �� 2004（46番人気）
馬単票数 計 564533 的中 �� 542（84番人気）
ワイド票数 計 704491 的中 �� 1725（51番人気）�� 35162（5番人気）�� 2584（39番人気）
3連複票数 計1473150 的中 ��� 1906（92番人気）
3連単票数 計2080407 的中 ��� 334（571番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．2―11．6―11．8―12．0―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．4―34．6―46．2―58．0―1：10．0―1：21．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．9

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

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

勝馬の
紹 介

ハーレムライン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 グルームダンサー デビュー 2017．8．20 新潟4着

2015．2．20生 牝3鹿 母 マ ク リ ス 母母 マツクホープ 5戦1勝 賞金 10，700，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 アイワナシーユー号・カラドゥラ号・キックオフ号・ケイヴェイロン号・ストレイライトラン号・

フジワンタイフーン号・ミヤビフィオーラ号

00018 1月7日 晴 良 （30中山1）第2日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時45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

59 ダイワギャバン 牡3鹿 56 田辺 裕信大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 476 ―2：04．6 2．7�
612 スマートモノリス 牡3黒鹿56 福永 祐一大川 徹氏 角居 勝彦 浦河 桑田牧場 470 ―2：04．7� 3．1�
510 モ ー ト ゥ ス 牡3黒鹿56 柴田 大知吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 500 ―2：04．8� 14．0�
35 リノワールド 牝3栗 54 丸山 元気星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 前野牧場 418 ―2：05．11� 7．9�
816 ハービーボンズ 牡3鹿 56 吉田 隼人多田 賢司氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 426 ― 〃 ハナ 26．8�
11 ドリームセオリー 牡3青鹿56 柴田 善臣 H.H．シェイク・モハメド 尾関 知人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464 ―2：05．41� 11．9�
713 ヒシヴィクトリー 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 巧也阿部 雅英氏 牧 光二 新冠 飛渡牧場 482 ― 〃 アタマ 39．1	
24 ショウナンガレオン 牡3芦 56 丸田 恭介国本 哲秀氏 大竹 正博 新ひだか 棚川 光男 504 ― 〃 クビ 32．2

48 シアトルトウショウ 牝3青鹿54 岩部 純二トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 468 ― 〃 ハナ 58．4�
611 ピュアココロ 牝3青鹿 54

53 ☆木幡 初也鶴見 芳子氏 青木 孝文 新冠 村上 欽哉 454 ― 〃 アタマ 164．0
36 アイサンクダディー 牝3黒鹿54 勝浦 正樹大塚 亮一氏 伊藤 大士 浦河 杵臼牧場 422 ―2：05．61	 97．5�
714 スターヴォヤージ 牝3鹿 54 石橋 脩 �シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 430 ―2：05．7クビ 35．0�
815 キタノテイオウ 牡3黒鹿56 大野 拓弥了德寺健二氏 高木 登 新冠 長浜牧場 466 ―2：06．55 32．9�
12 ショウナンマジー 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎国本 哲秀氏 国枝 栄 新冠 アラキフアーム 442 ―2：06．92� 169．7�
47 レ ジ ス タ 牡3鹿 56 蛯名 正義村野 康司氏 小島 太 千歳 社台ファーム 490 ―2：10．2大差 51．5�
23 トーセンエクラ 牡3鹿 56 松岡 正海島川 �哉氏 畠山 吉宏 日高 有限会社 エ

スティファーム 474 ―2：10．83� 13．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 47，907，100円 複勝： 64，621，200円 枠連： 26，159，600円
馬連： 94，372，500円 馬単： 43，331，800円 ワイド： 59，676，300円
3連複： 117，174，300円 3連単： 141，702，500円 計： 594，945，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 130円 � 310円 枠 連（5－6） 470円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 240円 �� 740円 �� 710円

3 連 複 ��� 1，920円 3 連 単 ��� 5，980円

票 数

単勝票数 計 479071 的中 � 141826（1番人気）
複勝票数 計 646212 的中 � 149682（1番人気）� 145574（2番人気）� 35893（6番人気）
枠連票数 計 261596 的中 （5－6） 42562（1番人気）
馬連票数 計 943725 的中 �� 143731（1番人気）
馬単票数 計 433318 的中 �� 36577（1番人気）
ワイド票数 計 596763 的中 �� 76156（1番人気）�� 18740（7番人気）�� 19594（6番人気）
3連複票数 計1171743 的中 ��� 45678（3番人気）
3連単票数 計1417025 的中 ��� 17154（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．8―38．5―51．4―1：04．6―1：16．7―1：28．3―1：40．4―1：52．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダイワギャバン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Medaglia d’Oro 初出走

2015．3．7生 牡3鹿 母 ギャビーズゴールデンギャル 母母 Gabriellina Giof 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーセンエクラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年2月7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10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）10頭 サミットプッシュ号・ジュビラント号・ジョーカー号・ディーヴォ号・トーセンロザリオ号・パルクデラモール号・

ブラックデビル号・フランクドリーム号・ブルーハワイアン号・プレビアス号



00019 1月7日 晴 良 （30中山1）第2日 第7競走 ��1，200�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
1：08．7
1：08．7

重
重

24 スリラーインマニラ �5鹿 57 吉田 隼人古賀 慎一氏 武井 亮 浦河 惣田 英幸 450＋ 41：12．0 7．0�
47 アンチャーテッド 牡4鹿 56 松田 大作吉澤 克己氏 相沢 郁 日高 池添 安雄 444＋12 〃 クビ 25．4�
48 レ オ ニ ー ズ 牡7鹿 57 三浦 皇成 �社台レースホース小島 茂之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510＋ 41：12．1� 37．3�
713 レアドロップ 牝5芦 55

52 ▲武藤 雅岡田 牧雄氏 栗田 徹 新冠 秋田牧場 460± 01：12．3� 2．9�
612 コスモコレクション 牡5栗 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 浦河 岡本 昌市 482＋ 21：12．4� 61．2�
714 シーエーパイロット 牝4黒鹿54 大野 拓弥小林 弘明氏 勢司 和浩 平取 坂東牧場 488＋ 4 〃 ハナ 9．1	
815 ブレイジングサン 牡5黒鹿57 柴山 雄一
Basic 尾形 充弘 新冠 佐藤牧場 578＋ 61：12．6� 14．2�
611� ティアップサンダー 牡6黒鹿57 江田 照男田中 昇氏 小野 次郎 浦河 高昭牧場 484＋14 〃 ハナ 70．3�
23 ジェットコルサ 牡6青 57 福永 祐一尾上 松壽氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 486－ 2 〃 アタマ 3．5
11 ギ ン ゴ ー 牡5鹿 57 内田 博幸�ミルファーム 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 498＋ 81：12．7	 25．7�
12 デザートトリップ 牡4鹿 56 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 新冠 カミイスタット 480－ 21：13．01� 14．4�
59 � ア ナ ト リ ア 牡5鹿 57 丸田 恭介藤田 在子氏 蛯名 利弘 日高 天羽 禮治 484＋ 41：13．42	 258．1�
510� フレンドリトル 牡5芦 57

54 ▲野中悠太郎戸山 昌彦氏 加藤 和宏 日高 前川 義則 446－ 11：13．82	 212．4�
35 バトルサンバ 牡4栗 56 丹内 祐次山科 統氏 尾形 和幸 浦河 高昭牧場 520＋ 61：14．01
 44．1�
816 ヒシデルマー 牡4黒鹿56 石橋 脩阿部 雅英氏 牧 光二 新冠 カミイスタット 528＋ 41：14．32 16．4�
36 � リトルスマイル 牝5鹿 55 蛯名 正義藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 408± 01：16．7大差 171．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，562，100円 複勝： 62，163，400円 枠連： 35，789，200円
馬連： 105，762，700円 馬単： 48，665，200円 ワイド： 64，545，500円
3連複： 140，141，100円 3連単： 173，807，800円 計： 672，437，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 300円 � 800円 � 760円 枠 連（2－4） 1，930円

馬 連 �� 8，770円 馬 単 �� 14，180円

ワ イ ド �� 2，670円 �� 2，990円 �� 7，660円

3 連 複 ��� 90，210円 3 連 単 ��� 372，810円

票 数

単勝票数 計 415621 的中 � 47314（3番人気）
複勝票数 計 621634 的中 � 60679（3番人気）� 19215（10番人気）� 20203（9番人気）
枠連票数 計 357892 的中 （2－4） 14314（9番人気）
馬連票数 計1057627 的中 �� 9338（29番人気）
馬単票数 計 486652 的中 �� 2573（46番人気）
ワイド票数 計 645455 的中 �� 6273（29番人気）�� 5588（32番人気）�� 2151（59番人気）
3連複票数 計1401411 的中 ��� 1165（171番人気）
3連単票数 計1738078 的中 ��� 338（819番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．3―12．1―12．5―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．8―45．9―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スリラーインマニラ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 End Sweep デビュー 2015．6．6 東京9着

2013．3．9生 �5鹿 母 ナイツエンド 母母 Messenger Miss 23戦3勝 賞金 33，646，000円
〔制裁〕 アンチャーテッド号の騎手松田大作は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番・5番・3番・2

番）
ヒシデルマー号の騎手石橋脩は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：6番・5番）

〔その他〕 リトルスマイル号は，発走後に他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 トウショウデュエル号・ノットオンリー号
（非抽選馬） 4頭 カイシュウキリシマ号・トモジャポルックス号・メリークン号・ラマレ号

00020 1月7日 晴 良 （30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）
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

23 ニーマルサンデー 牡4青鹿56 大野 拓弥板橋 秋氏 田村 康仁 新ひだか 畠山牧場 474＋ 61：54．9 3．5�
611 スターフラッシュ 牡4栗 56 吉田 隼人中西 功氏 武井 亮 日高 高山牧場 B468＋ 2 〃 ハナ 9．4�
59 アイヅヒリュウ 牡4鹿 56 戸崎 圭太真部 晴德氏 小笠 倫弘 新ひだか 佐竹 学 500± 01：55．32� 5．5�
47 マイティーゴールド 牡5栗 57 内田 博幸 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 552＋ 41：55．72� 5．9�
36 グロースアルティヒ 牡4鹿 56 黛 弘人白井 岳氏 黒岩 陽一 浦河 絵笛牧場 490＋ 8 〃 アタマ 91．3�
612 ブラウンアニマート 牡5黒鹿57 三浦 皇成キャピタルクラブ 武藤 善則 日高 株式会社カ

ネツ牧場 484＋12 〃 ハナ 84．7	
815 アドマイヤガスト 牡6鹿 57 田辺 裕信近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 532－ 61：55．8クビ 11．4

48 ワイルドゲーム 牡5鹿 57 丸田 恭介合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 新ひだか 水丸牧場 B498± 01：56．01	 26．3�
816 カ ブ キ モ ノ 牡5黒鹿57 柴山 雄一國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム B518＋ 61：56．21	 5．3�
24 ディアライゼ 牡4栗 56 石橋 脩ディアレストクラブ 伊藤 圭三 浦河 小島牧場 534＋141：56．4
 10．5�
510 グ リ ト ニ ル 牡4鹿 56 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 新ひだか 明治牧場 434－ 2 〃 ハナ 132．6�
12 � リードザフィールド 牡4栗 56

53 ▲横山 武史岡田 牧雄氏 大江原 哲 米 Brereton C. Jones
& B. Ned Jones 452－ 6 〃 アタマ 51．3�

35 アルティジャーノ �5鹿 57
54 ▲藤田菜七子渡邉 顕三氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 B452－ 61：56．5� 99．1�

11 マツリダウメキチ 牡4鹿 56
53 ▲武藤 雅髙橋 文枝氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B486＋ 61：56．6クビ 28．5�

713 ジ ッ テ 牡4鹿 56 宮崎 北斗山上 和良氏 的場 均 浦河 中島牧場 476＋ 72：00．3大差 159．5�
714 ス ト ラ ボ 牡5青鹿57 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 浦河 笹島 智則 490＋ 82：00．61
 212．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，715，200円 複勝： 74，528，000円 枠連： 36，449，200円
馬連： 129，747，000円 馬単： 54，655，000円 ワイド： 77，649，900円
3連複： 163，183，200円 3連単： 200，691，600円 計： 785，619，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 230円 � 180円 枠 連（2－6） 1，200円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 2，590円

ワ イ ド �� 610円 �� 420円 �� 790円

3 連 複 ��� 2，590円 3 連 単 ��� 12，720円

票 数

単勝票数 計 487152 的中 � 109439（1番人気）
複勝票数 計 745280 的中 � 173908（1番人気）� 71047（5番人気）� 99423（2番人気）
枠連票数 計 364492 的中 （2－6） 23357（6番人気）
馬連票数 計1297470 的中 �� 64156（4番人気）
馬単票数 計 546550 的中 �� 15798（7番人気）
ワイド票数 計 776499 的中 �� 32419（4番人気）�� 49808（2番人気）�� 24149（10番人気）
3連複票数 計1631832 的中 ��� 47210（4番人気）
3連単票数 計2006916 的中 ��� 11432（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―36．7―49．5―1：02．1―1：14．8―1：27．8―1：41．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニーマルサンデー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Singspiel デビュー 2016．7．31 新潟8着

2014．3．2生 牡4青鹿 母 ソ ー ゴ ル 母母 Arruhan 9戦2勝 賞金 21，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジッテ号・ストラボ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年2月7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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 バリンジャー号
（非抽選馬） 5頭 ギンザマトリックス号・ダウンザライン号・ディライトラッシュ号・マックール号・リーダーズ号



00021 1月7日 晴 良 （30中山1）第2日 第9競走 ��
��1，200�サンライズステークス

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 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

714� ア イ ラ イ ン 牝6黒鹿55 勝浦 正樹�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 474－ 41：08．2 100．2�
713 アルマエルナト 	7栗 57 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 476± 01：08．3
 7．4�
23 � ロードセレリティ 牡5鹿 57 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか 前川 正美 492－ 21：08．4� 2．4�
48 アッラサルーテ 牝5栗 55 石橋 脩吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 492＋101：08．5
 4．7�
36 メイショウスイヅキ 牝5鹿 55 横山 典弘松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 470－ 41：08．71 30．8	
59 ナインテイルズ 牡7栗 57 柴山 雄一岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 482－ 2 〃 ハナ 12．3

35 ドラゴンストリート 牡7鹿 57 大野 拓弥窪田 芳郎氏 田島 俊明 日高 下河辺牧場 482＋ 6 〃 アタマ 40．7�
24 ト シ ザ キ ミ 牝7鹿 55 江田 照男上村 利幸氏 �島 一歩 浦河 浦河小林牧場 490＋ 4 〃 アタマ 25．2�
47 メイショウブイダン 牡7鹿 57 村田 一誠松本 好雄氏 西浦 勝一 日高 長谷川牧場 B464± 0 〃 ハナ 119．4
12 デンコウウノ 牡7鹿 57 太宰 啓介田中 康弘氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 502＋ 2 〃 アタマ 20．7�
815 レジーナフォルテ 牝4黒鹿54 吉田 隼人永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 平取 中川 隆 490＋141：08．8クビ 10．4�
611 クインズサリナ 牝4黒鹿54 田辺 裕信亀田 和弘氏 西村 真幸 新ひだか 佐竹 学 442－ 6 〃 クビ 27．3�
11 フクノグローリア 牝6黒鹿55 二本柳 壮福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新冠 対馬 正 486＋121：09．01 11．9�
510 ウエスタンユーノー 牝7芦 55 横山 和生西川 賢氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム 490＋ 21：09．31� 75．4�
612 ベルモントラハイナ 牝7鹿 55 藤田菜七子�和田牧場 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム 492＋181：09．83 56．1�
816 クリノコマチ 牝7栗 55 田中 勝春栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 468＋141：09．9クビ 269．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，113，200円 複勝： 78，043，400円 枠連： 40，725，300円
馬連： 168，881，000円 馬単： 76，627，500円 ワイド： 94，179，400円
3連複： 216，478，700円 3連単： 286，149，300円 計： 1，016，197，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 10，020円 複 勝 � 1，130円 � 220円 � 140円 枠 連（7－7） 21，060円

馬 連 �� 29，560円 馬 単 �� 78，400円

ワ イ ド �� 6，680円 �� 3，560円 �� 420円

3 連 複 ��� 24，340円 3 連 単 ��� 325，160円

票 数

単勝票数 計 551132 的中 � 4398（14番人気）
複勝票数 計 780434 的中 � 12080（13番人気）� 88107（3番人気）� 204285（1番人気）
枠連票数 計 407253 的中 （7－7） 1498（33番人気）
馬連票数 計1688810 的中 �� 4427（59番人気）
馬単票数 計 766275 的中 �� 733（145番人気）
ワイド票数 計 941794 的中 �� 3387（61番人気）�� 6418（38番人気）�� 65228（2番人気）
3連複票数 計2164787 的中 ��� 6670（74番人気）
3連単票数 計2861493 的中 ��� 638（753番人気）

ハロンタイム 11．8―10．3―10．9―11．4―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．1―33．0―44．4―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ア イ ラ イ ン �
�
父 ローレルゲレイロ �

�
母父 コマンダーインチーフ

2012．5．9生 牝6黒鹿 母 ローレルシャイン 母母 アラマサゴールド 20戦4勝 賞金 76，869，000円
地方デビュー 2014．6．26 門別

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アドマイヤナイト号・クラウンアイリス号

00022 1月7日 晴 良 （30中山1）第2日 第10競走 ��
��1，800�ポルックスステークス

発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，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

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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

12 ア ル タ イ ル 牡6栗 57 田中 勝春藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 B494± 01：52．4 9．8�
713 ラインルーフ 牡6栗 56 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新冠 村田牧場 522＋ 41：52．61� 15．8�
816 センチュリオン 牡6黒鹿57 大野 拓弥窪田 康志氏 田村 康仁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 532＋ 21：53．13 2．5�
59 リーゼントロック 牡7黒鹿56 松岡 正海三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 524－ 6 〃 クビ 47．9�
35 リ ッ カ ル ド 	7芦 58 黛 弘人岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 508＋ 4 〃 アタマ 25．3�
48 
 タガノヴェリテ 	6鹿 56 横山 典弘八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478－ 61：53．2クビ 12．3�
11 デビルズハーツ 牡8鹿 56 勝浦 正樹安原 浩司氏 戸田 博文 浦河 辻 牧場 506＋161：53．62� 152．1	
611 サンマルデューク 牡9黒鹿58 蛯名 正義相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 518＋ 61：53．7� 19．6

36 リ ア フ ァ ル 牡6鹿 56 津村 明秀 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 524＋ 2 〃 アタマ 9．4�
510 アダムバローズ 牡4黒鹿56 三浦 皇成猪熊 広次氏 角田 晃一 新ひだか 服部 健太郎 510－ 21：53．91� 61．5
815 ブレスアロット 牡5栗 56 北村 宏司吉田 照哉氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 472＋ 41：54．22 6．1�
47 ピークトラム 牡7黒鹿58 内田 博幸吉田 照哉氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 496± 01：54．3クビ 122．1�
23 スズカリバー 牡6鹿 56 江田 照男永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B504＋101：54．61� 74．0�
24 クラリティスカイ 牡6鹿 58 田辺 裕信杉山 忠国氏 斎藤 誠 新冠 パカパカ

ファーム 510＋141：54．7� 31．9�
612 クラリティシチー 牡7鹿 56 柴山 雄一 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新冠 パカパカ

ファーム 498＋ 8 〃 クビ 88．7�
714 アドマイヤロケット 牡6青鹿56 福永 祐一近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488＋ 61：59．7大差 6．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 80，531，600円 複勝： 117，954，200円 枠連： 65，780，400円
馬連： 260，530，000円 馬単： 113，428，300円 ワイド： 132，299，300円
3連複： 343，999，300円 3連単： 474，457，000円 計： 1，588，980，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 260円 � 400円 � 130円 枠 連（1－7） 2，840円

馬 連 �� 8，110円 馬 単 �� 16，680円

ワ イ ド �� 2，220円 �� 500円 �� 870円

3 連 複 ��� 5，130円 3 連 単 ��� 58，310円

票 数

単勝票数 計 805316 的中 � 65542（5番人気）
複勝票数 計1179542 的中 � 97146（4番人気）� 55897（8番人気）� 354006（1番人気）
枠連票数 計 657804 的中 （1－7） 17947（11番人気）
馬連票数 計2605300 的中 �� 24878（27番人気）
馬単票数 計1134283 的中 �� 5100（54番人気）
ワイド票数 計1322993 的中 �� 14380（27番人気）�� 72457（3番人気）�� 38814（8番人気）
3連複票数 計3439993 的中 ��� 50291（16番人気）
3連単票数 計4744570 的中 ��� 5899（175番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．5―12．7―12．3―12．1―12．4―12．9―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．6―49．3―1：01．6―1：13．7―1：26．1―1：39．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ア ル タ イ ル �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 Grand Slam デビュー 2014．7．19 福島5着

2012．4．24生 牡6栗 母 トップオブドーラ 母母 Maltese Dianne 33戦7勝 賞金 167，937，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 ラインルーフ号の騎手森一馬は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アドマイヤロケット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年2月7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13頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）13頭 アングライフェン号・クインズサターン号・コスモカナディアン号・ゴールデンバローズ号・

サイモントルナーレ号・サンライズホーム号・シンゼンレンジャー号・ナガラオリオン号・ヒラボクプリンス号・
マキャヴィティ号・メイショウイチオシ号・ラテンロック号・ラングレー号

２レース目



00023 1月7日 晴 良 （30中山1）第2日 第11競走 ��
��1，600�第34回フェアリーステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右・外）
牝，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
1，800万円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 35，000，000円 14，000，000円 8，800，000円 5，300，000円 3，500，000円
付 加 賞 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

714 プリモシーン 牝3青鹿54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 482＋ 81：34．6 4．6�
510 スカーレットカラー 牝3鹿 54 太宰 啓介�ノースヒルズ 高橋 亮 新冠 株式会社

ノースヒルズ 436－ 81：34．81	 11．5�
713 レッドベルローズ 牝3青鹿54 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 450－ 6 〃 クビ 13．5�
23 ハ ト ホ ル 牝3鹿 54 吉田 隼人髙瀬 真尚氏 本間 忍 浦河 中脇 満 454＋ 21：35．01	 114．7�
47 トロワゼトワル 牝3鹿 54 福永 祐一 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 464－ 2 〃 クビ 6．5	
816 テトラドラクマ 牝3鹿 54 石橋 脩吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 468± 01：35．1クビ 3．6

35 ライレローズ 牝3黒鹿54 北村 宏司 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 430－ 61：35．2
 7．8�
48 グランドピルエット 牝3鹿 54 勝浦 正樹 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 494－ 41：35．52 18．8�
36 ジョブックコメン 牝3黒鹿54 藤田菜七子�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 420－ 2 〃 クビ 25．5
59 レ ネ ッ ト 牝3栗 54 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 452－ 21：35．6
 49．6�
12 デュッセルドルフ 牝3栗 54 田辺 裕信保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 456＋ 81：35．7
 24．2�
11 サヤカチャン 牝3鹿 54 松岡 正海瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 新ひだか 棚川 光男 468＋ 21：35．91	 8．4�
612 ジーナスイート 牝3芦 54 内田 博幸 �シルクレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 412－161：36．0� 45．2�
611 シ ス ル 牝3青 54 大野 拓弥中村 祐子氏 新開 幸一 新ひだか オギオギ牧場 476＋ 81：36．1クビ 115．6�
24 アントルシャ 牝3鹿 54 津村 明秀 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 422－ 81：36．2
 106．2�
815 フィルハーモニー 牝3黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中舘 英二 新冠 ビッグレッドファーム 496－ 61：36．41	 255．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 291，401，900円 複勝： 384，691，600円 枠連： 245，315，800円
馬連： 1，161，818，000円 馬単： 428，189，100円 ワイド： 491，874，800円
3連複： 1，772，644，300円 3連単： 2，538，381，400円 計： 7，314，316，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 190円 � 310円 � 410円 枠 連（5－7） 1，750円

馬 連 �� 3，230円 馬 単 �� 5，150円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 1，100円 �� 2，420円

3 連 複 ��� 10，370円 3 連 単 ��� 46，640円

票 数

単勝票数 計2914019 的中 � 497994（2番人気）
複勝票数 計3846916 的中 � 636163（2番人気）� 300114（6番人気）� 217543（7番人気）
枠連票数 計2453158 的中 （5－7） 108271（10番人気）
馬連票数 計11618180 的中 �� 296112（14番人気）
馬単票数 計4281891 的中 �� 62337（20番人気）
ワイド票数 計4918748 的中 �� 109121（14番人気）�� 116372（13番人気）�� 51068（31番人気）
3連複票数 計17726443 的中 ��� 128198（34番人気）
3連単票数 計25383814 的中 ��� 39456（157番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―11．9―12．1―11．6―11．6―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―35．9―48．0―59．6―1：11．2―1：22．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F35．0

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

勝馬の
紹 介

プリモシーン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Fastnet Rock デビュー 2017．9．17 中山2着

2015．4．27生 牝3青鹿 母 モ シ ー ン 母母 Sumehra 3戦2勝 賞金 43，374，000円
〔制裁〕 ジョブックコメン号の騎手藤田菜七子は，2コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：16番）
※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 トーセンエポナ号・ハナザカリ号

00024 1月7日 晴 良 （30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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

611 レッドローゼス 牡4鹿 56 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 国枝 栄 平取 坂東牧場 484＋ 82：01．6 2．5�
48 エニグマバリエート 牡6青鹿57 福永 祐一平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム B492－ 22：01．7� 23．8�
713 トータルソッカー 牡4栗 56 吉田 隼人渡邊 隆氏 尾形 充弘 新ひだか 真歌田中牧場 506＋142：01．91� 6．1�
12 ベストドリーム 牡7鹿 57 津村 明秀堀口 晴男氏 松山 将樹 日高 日西牧場 484＋ 22：02．11	 102．2�
816 サブライムカイザー 牡6鹿 57 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 502± 0 〃 クビ 40．9�
47 イタリアンホワイト 牝4芦 54 戸崎 圭太 	サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508＋ 42：02．2� 4．3

815 ヴェラヴァルスター 牡6栗 57 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 512＋ 22：02．3クビ 21．6�
59 キューンハイト 牝4鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 420＋ 2 〃 ハナ 12．4�
510 フクサンローズ 牝4鹿 54 田辺 裕信小沼 博氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 452－ 42：02．51	 8．5
11 ウインマハロ 牝6鹿 55

52 ▲野中悠太郎�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 438± 0 〃 クビ 51．8�
36 ローリングタワー 牡4黒鹿56 三浦 皇成本間 茂氏 伊藤 伸一 浦河 大道牧場 446＋ 22：02．6クビ 39．1�
714 スターファセット 牝6鹿 55 石橋 脩吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 462＋ 2 〃 ハナ 30．9�
24 ニシノジャーニー 牡5青鹿 57

54 ▲武藤 雅西山 茂行氏 森 秀行 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 446＋102：02．92 22．9�

23 コスモボアソルテ 牡6芦 57 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 元茂 義一 510± 02：03．43 120．8�
35 
 フィールドシャルム 牡5鹿 57 田中 勝春岡 浩二氏 土田 稔 新冠 パカパカ

ファーム 488± 02：03．5� 136．4�
612 スワンボート 牡8鹿 57

54 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 柴田 政人 浦河 オンワード牧場 488＋ 62：03．71� 117．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 89，539，600円 複勝： 119，832，500円 枠連： 66，705，000円
馬連： 253，403，700円 馬単： 112，979，800円 ワイド： 139，454，000円
3連複： 352，281，100円 3連単： 516，310，300円 計： 1，650，506，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 400円 � 180円 枠 連（4－6） 570円

馬 連 �� 2，500円 馬 単 �� 3，800円

ワ イ ド �� 930円 �� 320円 �� 1，810円

3 連 複 ��� 3，860円 3 連 単 ��� 19，380円

票 数

単勝票数 計 895396 的中 � 280359（1番人気）
複勝票数 計1198325 的中 � 320764（1番人気）� 54076（6番人気）� 162798（3番人気）
枠連票数 計 667050 的中 （4－6） 90128（1番人気）
馬連票数 計2534037 的中 �� 78352（7番人気）
馬単票数 計1129798 的中 �� 22274（11番人気）
ワイド票数 計1394540 的中 �� 36467（9番人気）�� 126436（1番人気）�� 18087（23番人気）
3連複票数 計3522811 的中 ��� 68399（9番人気）
3連単票数 計5163103 的中 ��� 19308（46番人気）

ハロンタイム 12．8―10．7―13．1―12．3―13．1―12．2―11．9―11．9―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．5―36．6―48．9―1：02．0―1：14．2―1：26．1―1：38．0―1：49．6

コーナー
通過順位

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

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

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4鹿 母 リヴィアローズ 母母 Kiftsgate Rose 11戦3勝 賞金 50，477，000円
※スターファセット号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

４レース目



（30中山1）第2日 1月7日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 191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

252，470，000円
5，180，000円
21，700，000円
1，840，000円
29，630，000円
77，778，000円
5，238，000円
1，833，600円

勝馬投票券売得金
858，215，700円
1，237，872，000円
634，598，000円
2，592，015，200円
1，092，026，700円
1，328，563，900円
3，669，624，600円
5，066，971，000円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 16，479，887，100円

総入場人員 27，044名 （有料入場人員 24，960名）
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