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00025 1月8日 曇 良 （30中山1）第3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）

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
1：08．7
1：08．7

重
重

11 コスモフォーミュラ 牝3黒鹿54 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 470＋ 21：13．8 6．1�
815 ゼットイーリス 牝3黒鹿54 柴田 大知�フォーレスト 伊藤 大士 日高 チャンピオン

ズファーム 468＋ 6 〃 クビ 44．3�
36 ア ポ ロ ア ミ 牝3鹿 54 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 シンボリ牧場 436＋ 21：13．9クビ 57．0�
714 スワーリングミスト 牝3鹿 54 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458＋ 8 〃 ハナ 5．8�
24 モンサンロジェ 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 B486＋ 6 〃 ハナ 4．7�
48 シ ェ ー ナ 牝3鹿 54 三浦 皇成	ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448＋181：14．0� 11．0

816 コ ケ ッ ト 牝3青鹿54 北村 宏司堀 祥子氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 510＋ 21：14．21� 3．2�
510 ラブヘネシー 牝3栗 54 黛 弘人増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 武田 修一 438－ 21：14．3クビ 122．3�
612 トーセンウィズダム 牝3青鹿54 横山 和生島川 哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 450－ 61：14．51� 271．2�
611 ア キ ヒ メ 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史桐谷 茂氏 松永 康利 新冠 高瀬牧場 404＋ 21：14．6� 40．2�
59 ビクトリーゲート 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹泉 俊二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 444－ 2 〃 ハナ 14．9�
47 ハニハニハーモニー 牝3栗 54 江田 照男飯田 良枝氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 500± 01：14．81 20．3�
35 メイクポーチ 牝3栗 54 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 加藤 和宏 浦河 絵笛牧場 434± 01：15．12 14．5�
713 ジャストアキッス 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅�ターフ・スポート武藤 善則 浦河 大北牧場 B494＋ 61：15．52� 44．1�
12 サニージューク 牝3鹿 54 蛯名 正義 �フジワラ・ファーム 伊藤 伸一 新ひだか フジワラフアーム 466＋ 21：15．92� 74．3�
23 ハタノルミエール 牝3栗 54 丸山 元気 �グッドラック・ファーム 石栗 龍彦 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 442＋ 2 〃 クビ 86．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，782，400円 複勝： 48，204，400円 枠連： 16，140，600円
馬連： 77，558，600円 馬単： 31，417，700円 ワイド： 51，698，000円
3連複： 110，812，300円 3連単： 114，603，900円 計： 479，217，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 250円 � 1，270円 � 1，720円 枠 連（1－8） 940円

馬 連 �� 16，400円 馬 単 �� 25，440円

ワ イ ド �� 4，550円 �� 4，350円 �� 25，050円

3 連 複 ��� 166，210円 3 連 単 ��� 883，910円

票 数

単勝票数 計 287824 的中 � 37255（4番人気）
複勝票数 計 482044 的中 � 60941（3番人気）� 9020（10番人気）� 6578（13番人気）
枠連票数 計 161406 的中 （1－8） 13218（3番人気）
馬連票数 計 775586 的中 �� 3665（40番人気）
馬単票数 計 314177 的中 �� 926（71番人気）
ワイド票数 計 516980 的中 �� 2944（42番人気）�� 3085（40番人気）�� 528（92番人気）
3連複票数 計1108123 的中 ��� 500（241番人気）
3連単票数 計1146039 的中 ��� 94（1334番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．6―12．4―13．1―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．5―46．9―1：00．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．9―3F39．3
3 ・（4，14）（1，8，9）（11，13）（7，6，16）15（2，5）－10，12＝3 4 4－（1，14）（11，8，9）（6，16）（7，13）（5，15）（2，10）12＝3

勝馬の
紹 介

コスモフォーミュラ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ゴールドヘイロー デビュー 2017．10．15 京都8着

2015．2．13生 牝3黒鹿 母 コスモコルデス 母母 アイシンモナリザ 6戦1勝 賞金 8，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 タイガーアイ号・ホーリークロス号

00026 1月8日 曇 良 （30中山1）第3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

23 ボールドスパルタン 牡3青 56 丸山 元気増田 陽一氏 大和田 成 新冠 新冠橋本牧場 470＋161：58．5 84．7�
24 ディーエスノワール 牡3青鹿56 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 486＋ 21：58．71� 4．7�
510 ネ コ ワ シ 牡3鹿 56 柴田 大知桐谷 茂氏 星野 忍 新冠 高瀬牧場 504＋ 2 〃 クビ 5．1�
714 グ ラ ー ヌ ス 牡3黒鹿56 田辺 裕信永野 雄介氏 小西 一男 浦河 カナイシスタッド 448－ 21：59．23 6．1�
816 マ ク ル ー バ 牝3芦 54 西田雄一郎畑佐 博氏 蛯名 利弘 新冠 八木 明広 468－ 61：59．41� 41．1�
36 ラ ズ ワ ル ド 牡3黒鹿56 三浦 皇成 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 青森 石田 英機 480＋ 81：59．5� 2．7	
47 プリズムレイン 牡3鹿 56 北村 宏司堀口 晴男氏 新開 幸一 日高 日西牧場 468＋ 41：59．7� 23．0

12 セイカメテオライト 牡3鹿 56 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 460＋ 8 〃 アタマ 29．3�
815 ボ ナ デ ア 牝3鹿 54 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 新ひだか 前谷 武志 494－ 81：59．91� 11．2�
35 タツノリソックリ 牡3黒鹿56 江田 照男菊地 祐司氏 大江原 哲 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B466－ 42：00．0クビ 207．3
48 グッドワークス 牝3黒鹿54 田中 勝春田中 春美氏 的場 均 新ひだか 田中 春美 444＋ 42：00．85 54．7�
611 アーススターリング 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 武史松山 増男氏 粕谷 昌央 浦河 アイオイファーム 436－ 22：00．9� 272．2�
59 パワフルテソーロ 牡3黒鹿56 大野 拓弥了德寺健二氏 和田 雄二 新ひだか 幌村牧場 494＋ 42：01．43 17．9�
612 オーネットタイガー 牡3鹿 56

53 ▲武藤 雅醍醐 伸之氏 戸田 博文 日高 シンボリ牧場 462± 0 〃 ハナ 61．2�
11 クラウンレガシー �3黒鹿56 柴山 雄一矢野まり子氏 田中 剛 日高 クラウン日高牧場 B494－ 42：03．6大差 249．7�
713 シャイニーカラーズ 牡3栗 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 494± 02：03．81� 119．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，912，500円 複勝： 48，246，200円 枠連： 15，951，300円
馬連： 66，578，100円 馬単： 30，662，400円 ワイド： 44，717，100円
3連複： 89，342，600円 3連単： 106，404，700円 計： 431，814，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，470円 複 勝 � 1，500円 � 190円 � 230円 枠 連（2－2） 15，970円

馬 連 �� 16，540円 馬 単 �� 47，410円

ワ イ ド �� 3，930円 �� 3，940円 �� 470円

3 連 複 ��� 28，720円 3 連 単 ��� 163，090円

票 数

単勝票数 計 299125 的中 � 2823（12番人気）
複勝票数 計 482462 的中 � 6324（12番人気）� 81410（2番人気）� 57780（4番人気）
枠連票数 計 159513 的中 （2－2） 774（29番人気）
馬連票数 計 665781 的中 �� 3118（36番人気）
馬単票数 計 306624 的中 �� 485（94番人気）
ワイド票数 計 447171 的中 �� 2775（37番人気）�� 2766（38番人気）�� 27178（4番人気）
3連複票数 計 893426 的中 ��� 2333（74番人気）
3連単票数 計1064047 的中 ��� 473（399番人気）

ハロンタイム 13．0―12．3―13．7―13．8―13．3―13．2―13．4―13．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．3―39．0―52．8―1：06．1―1：19．3―1：32．7―1：45．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．2
1
3

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

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

ボールドスパルタン �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 オ ー ス デビュー 2017．8．6 札幌11着

2015．5．5生 牡3青 母 ラ ブ カ ー ナ 母母 カ ー ナ Ⅱ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 タツノリソックリ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 ディーエスノワール号の騎手勝浦正樹は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：12番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シャイニーカラーズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年2月8日まで平地

競走に出走できない。
クラウンレガシー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年3月8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。
（非当選馬） 1頭 ブラックソーン号
（非抽選馬） 2頭 エンパイアソング号・トーセンバーディー号

第１回 中山競馬 第３日



00027 1月8日 曇 良 （30中山1）第3日 第3競走 ��
��1，200�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
1：08．7
1：08．7

重
重

48 キモンプリンス 牡3芦 56 田辺 裕信小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 西村 和夫 466＋ 41：14．0 83．7�
611 トップフィリア 牡3黒鹿 56

55 ☆井上 敏樹金山 克己氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 460＋ 21：14．1� 5．5�
815 タイセイゴーディー 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 巧也田中 成奉氏 青木 孝文 新ひだか 大塚牧場 B468＋ 4 〃 クビ 5．6�
23 テンポディヴァルス 牡3鹿 56

55 ☆木幡 初也�ターフ・スポート矢野 英一 新ひだか 高橋 義浩 448＋161：14．2� 73．7�
59 アテンコール 牡3鹿 56 内田 博幸齊藤 直信氏 天間 昭一 浦河 冨岡 博一 452＋ 8 〃 ハナ 28．5�
11 ウ メ タ ロ ウ 牡3黒鹿56 大野 拓弥�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 502＋141：14．73 7．3	
47 	 カポラヴォーロ 牡3栗 56

53 ▲藤田菜七子 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 和田 正道 米 Debra Ann

Shehadi 502± 0 〃 アタマ 2．7�
35 ボニータミノル 牝3鹿 54 松岡 正海吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 444＋ 2 〃 クビ 19．1�
612	 レファレンスブック 牝3鹿 54 吉田 隼人岡田 牧雄氏 池上 昌和 英 Broughton

Bloodstock 468＋101：14．8クビ 8．4
714 ブルベアカラシナ 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹 
ブルアンドベア 伊藤 圭三 新ひだか 小河 豊水 438－ 81：15．01� 74．1�
36 	 バレットテソーロ 牝3鹿 54 江田 照男了德寺健二氏 金成 貴史 愛 Lynch Bages &

Camas Park Stud 486＋281：15．2� 49．0�
713 キ ン メ 牝3栗 54 横山 和生小山田 満氏 小野 次郎 日高 メイプルファーム 472＋14 〃 クビ 43．9�
816 シゲルレタス 牡3鹿 56 柴田 大知森中 蕃氏 松永 康利 新ひだか グローリーファーム 444＋ 61：15．41
 65．6�
510 マ ン ト ラ 牝3栗 54 的場 勇人�ミルファーム 的場 均 日高 天羽牧場 454＋ 41：15．61
 27．8�
24 レッドテソーロ 牝3黒鹿54 三浦 皇成了德寺健二氏 奥平 雅士 浦河 酒井牧場 422－ 21：16．55 32．4�
12 ハッスルボーイ 牡3青鹿56 丸山 元気田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 秋場牧場 B480＋241：17．35 43．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，112，300円 複勝： 49，876，100円 枠連： 24，728，300円
馬連： 82，469，500円 馬単： 38，100，800円 ワイド： 50，846，300円
3連複： 110，226，300円 3連単： 127，934，700円 計： 522，294，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，370円 複 勝 � 1，620円 � 190円 � 190円 枠 連（4－6） 540円

馬 連 �� 35，640円 馬 単 �� 82，580円

ワ イ ド �� 8，470円 �� 7，610円 �� 620円

3 連 複 ��� 55，820円 3 連 単 ��� 606，220円

票 数

単勝票数 計 381123 的中 � 3640（16番人気）
複勝票数 計 498761 的中 � 5802（15番人気）� 80337（2番人気）� 76091（3番人気）
枠連票数 計 247283 的中 （4－6） 35478（1番人気）
馬連票数 計 824695 的中 �� 1793（67番人気）
馬単票数 計 381008 的中 �� 346（145番人気）
ワイド票数 計 508463 的中 �� 1484（72番人気）�� 1655（71番人気）�� 22675（4番人気）
3連複票数 計1102263 的中 ��� 1481（141番人気）
3連単票数 計1279347 的中 ��� 153（1205番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―12．0―12．8―13．1―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．7―47．5―1：00．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キモンプリンス �
�
父 キモンノカシワ �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2017．8．5 札幌5着

2015．5．7生 牡3芦 母 コパノチカチャン 母母 ルーズブルーマーズ 4戦1勝 賞金 5，700，000円
〔制裁〕 タイセイゴーディー号の騎手木幡巧也は，最後の直線コースで蛇行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：7番・9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12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヤエノラピッド号
（非抽選馬）11頭 アンシンカブル号・グランドレユシー号・ケルース号・ダイメイライガー号・デカルコマニー号・ドロテーア号・

ピンクソルト号・フロイデ号・ベイスン号・マインキング号・ムーンボー号

00028 1月8日 曇 良 （30中山1）第3日 第4競走 ��
��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

44 ジョワユーズ 牝3鹿 54 津村 明秀田中 準市氏 相沢 郁 新冠 村田牧場 466 ―1：58．7 7．8�
66 ヴ ィ ジ リ ア 牡3鹿 56 大野 拓弥�G1レーシング 田村 康仁 安平 追分ファーム 438 ―1：59．33� 7．5�
55 セ ン ト ー サ 牡3栗 56 北村 宏司保坂 和孝氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 478 ―1：59．51� 23．1�
77 キーサンダー 牡3栗 56 内田 博幸北前孔一郎氏 黒岩 陽一 日高 高澤 俊雄 484 ―1：59．71 2．8�
89 トラストアゲン 牡3栗 56 田辺 裕信浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 谷川牧場 520 ―1：59．8� 12．9�
22 ド ゥ エ ン デ 牡3鹿 56 田中 勝春小林 由明氏 奥村 武 日高 ヤナガワ牧場 502 ―2：00．01� 5．4	
33 フジサンデルタ 牡3黒鹿56 三浦 皇成藤田 秀行氏 武市 康男 浦河 大道牧場 500 ―2：00．1クビ 4．7

810 ドヒョウギワ 牝3栗 54

51 ▲武藤 雅芳賀 克也氏 中野 栄治 新冠 タニグチ牧場 508 ―2：00．31� 37．6�
11 カネトシキントキ 牡3黒鹿56 宮崎 北斗兼松 昌男氏 伊藤 伸一 浦河 高昭牧場 484 ―2：00．4� 10．1�

（9頭）
78 バトルフガクオウ 牡3鹿 56 田辺 裕信宮川 秋信氏 尾形 和幸 新ひだか 西村 和夫 ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 30，022，600円 複勝： 32，790，400円 枠連： 11，437，800円
馬連： 56，178，600円 馬単： 30，117，700円 ワイド： 30，988，500円
3連複： 64，205，800円 3連単： 106，692，400円 計： 362，433，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 260円 � 260円 � 520円 枠 連（4－6） 3，600円

馬 連 �� 3，230円 馬 単 �� 6，520円

ワ イ ド �� 780円 �� 2，000円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 12，300円 3 連 単 ��� 61，830円

票 数

単勝票数 計 300226 的中 � 30531（5番人気）
複勝票数 計 327904 的中 � 35254（4番人気）� 34993（5番人気）� 14516（8番人気）
枠連票数 計 114378 的中 （4－6） 2456（18番人気）
馬連票数 計 561786 的中 �� 13441（16番人気）
馬単票数 計 301177 的中 �� 3464（30番人気）
ワイド票数 計 309885 的中 �� 10550（11番人気）�� 3899（25番人気）�� 4561（24番人気）
3連複票数 計 642058 的中 ��� 3913（48番人気）
3連単票数 計1066924 的中 ��� 1251（221番人気）

ハロンタイム 12．9―12．1―13．9―14．2―12．8―12．7―13．1―13．8―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．0―38．9―53．1―1：05．9―1：18．6―1：31．7―1：45．5

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

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

勝馬の
紹 介

ジョワユーズ 
�
父 エンパイアメーカー 

�
母父 テ ン ビ ー 初出走

2015．4．12生 牝3鹿 母 ビッグテンビー 母母 モ ガ ミ ヒ メ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔出走取消〕 バトルフガクオウ号は，疾病〔右後肢跛行〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 トラストアゲン号の騎手野中悠太郎は，負傷のため田辺裕信に変更。



00029 1月8日 曇 良 （30中山1）第3日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時15分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

33 オウケンムーン 牡3鹿 56 北村 宏司福井 明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 468＋122：03．4 2．5�
56 ヴェロニカグレース 牝3黒鹿54 津村 明秀 �シルクレーシング 武市 康男 安平 ノーザンファーム 478＋102：03．61� 2．6�
811 プロトスター 牡3栗 56 田辺 裕信 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 482± 02：03．91� 7．6�
22 ノーブルバルカン 牡3鹿 56

53 ▲武藤 雅吉木 伸彦氏 武藤 善則 浦河 大島牧場 448＋ 6 〃 クビ 12．4�
44 ヴィオトポス 牝3青鹿54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム 446± 02：04．11	 33．3	
79 タイプムーン 牝3黒鹿54 宮崎 北斗 �コスモヴューファーム 池上 昌弘 新冠 コスモヴューファーム 468－ 42：04．31	 22．5

11 ラ ン リ ー ナ 牝3芦 54 大野 拓弥由井健太郎氏 竹内 正洋 新ひだか 元道牧場 464＋ 8 〃 クビ 36．3�
812 トーセンウィナー 牝3栗 54 江田 照男島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 472－ 62：04．62 14．1
67 レゲンダアウレア 牡3栗 56 石橋 脩 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428＋ 42：04．7クビ 14．7�
710 ナ タ ー シ ャ 牝3青鹿54 大庭 和弥�ミルファーム 蛯名 利弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 464± 02：04．8� 226．8�
55 アルファーティハ 牡3栗 56 西田雄一郎清水 敏氏 伊藤 正徳 浦河 ミルファーム 494＋142：05．11� 211．2�
68 ロジャージーニアス 牡3鹿 56 吉田 隼人武田 修氏 武井 亮 むかわ 上水牧場 474－102：05．84 37．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 45，231，000円 複勝： 54，233，900円 枠連： 21，210，000円
馬連： 92，006，100円 馬単： 47，446，200円 ワイド： 57，034，200円
3連複： 117，400，800円 3連単： 188，939，700円 計： 623，501，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 110円 � 160円 枠 連（3－5） 260円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 520円

ワ イ ド �� 140円 �� 340円 �� 310円

3 連 複 ��� 700円 3 連 単 ��� 2，090円

票 数

単勝票数 計 452310 的中 � 141119（1番人気）
複勝票数 計 542339 的中 � 122804（2番人気）� 161338（1番人気）� 61344（3番人気）
枠連票数 計 212100 的中 （3－5） 61624（1番人気）
馬連票数 計 920061 的中 �� 241478（1番人気）
馬単票数 計 474462 的中 �� 68393（1番人気）
ワイド票数 計 570342 的中 �� 132563（1番人気）�� 35480（3番人気）�� 39466（2番人気）
3連複票数 計1174008 的中 ��� 124420（1番人気）
3連単票数 計1889397 的中 ��� 65508（1番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―14．0―13．0―12．7―12．0―12．5―11．8―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―37．6―50．6―1：03．3―1：15．3―1：27．8―1：39．6―1：51．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．6
1
3
12，8，9（2，3，10）（1，4，6）11（5，7）・（12，8）9（2，6）3（1，4，11）（5，10，7）

2
4

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

オウケンムーン �
�
父 オウケンブルースリ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2017．8．12 新潟4着

2015．3．14生 牡3鹿 母 ムーンフェイズ 母母 アフターザサン 3戦2勝 賞金 13，300，000円
〔騎手変更〕 アルファーティハ号の騎手野中悠太郎は，負傷のため西田雄一郎に変更。

00030 1月8日 曇 良 （30中山1）第3日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走12時45分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�

本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 375，000
375，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

611 ダイワエトワール 牝4黒鹿54 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 528＋ 61：55．4 2．4�
510 ブライトリビング 牝5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 490＋ 2 〃 クビ 2．5�
12 ピアノイッチョウ 牝4黒鹿54 田辺 裕信小林 祥晃氏 尾形 充弘 浦河 中神牧場 532＋ 41：55．61� 21．3�
815 アポロマーキュリー 牝4栗 54 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 三輪 幸子 480＋121：55．81� 8．3�
11 クラウンロマン 牝5芦 55

52 ▲武藤 雅矢野まり子氏 小野 次郎 新冠 ヤマタケ牧場 464＋ 21：56．22� 67．7�
48 ボールドアテンプト 牝5黒鹿 55

54 ☆木幡 初也	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 466＋ 2 〃 同着 18．3


23 フジマサクイーン 牝4鹿 54
53 ☆木幡 巧也藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 斉藤スタッド B448＋ 21：56．73 31．3�

714 ゴールデンターキン 牝4栗 54
51 ▲横山 武史西森 鶴氏 高市 圭二 浦河 梅田牧場 448± 01：56．9� 119．2�

59 ウインポプリ 牝4鹿 54 松岡 正海	ウイン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 454± 01：57．0� 52．5
612 イダフェイマ 牝5芦 55

52 ▲菊沢 一樹張 一達氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 526－ 41：57．42� 56．9�
713 ピンキージョーンズ 牝4栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 436＋ 61：57．5� 11．3�
816 チャームクォーク 牝4栗 54 石橋 脩 �キャロットファーム 大和田 成 安平 ノーザンファーム 452＋ 81：57．71� 67．1�
47 レイクキャリー 牝4青鹿54 横山 典弘 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 448＋ 81：57．8� 111．5�
24 	 ア イ ー ダ 牝4鹿 54

51 ▲藤田菜七子 	ローレルレーシング 浅野洋一郎 青森 ワールドファーム 448＋121：57．9� 63．6�
36 キューバンマンボ 牝4鹿 54 勝浦 正樹 �スピードファーム和田 正道 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 448＋ 61：59．49 86．5�
35 	 クリノミユキチャン 牝7鹿 55 的場 勇人栗本 博晴氏 高橋 義博 浦河 今井 秀樹 470＋122：00．25 269．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，631，100円 複勝： 54，243，800円 枠連： 22，267，200円
馬連： 98，181，900円 馬単： 46，868，600円 ワイド： 62，367，800円
3連複： 133，595，500円 3連単： 179，230，000円 計： 637，385，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 120円 � 280円 枠 連（5－6） 270円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 150円 �� 740円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，390円 3 連 単 ��� 4，500円

票 数

単勝票数 計 406311 的中 � 131360（1番人気）
複勝票数 計 542438 的中 � 159308（1番人気）� 133539（2番人気）� 28951（6番人気）
枠連票数 計 222672 的中 （5－6） 61935（1番人気）
馬連票数 計 981819 的中 �� 257231（1番人気）
馬単票数 計 468686 的中 �� 59686（1番人気）
ワイド票数 計 623678 的中 �� 141501（1番人気）�� 17214（9番人気）�� 22870（7番人気）
3連複票数 計1335955 的中 ��� 71660（4番人気）
3連単票数 計1792300 的中 ��� 28838（9番人気）

ハロンタイム 12．6―12．1―13．4―13．5―13．1―12．1―12．9―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．7―38．1―51．6―1：04．7―1：16．8―1：29．7―1：42．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F38．6
1
3

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

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

ダイワエトワール �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．12．25 中山6着

2014．2．28生 牝4黒鹿 母 ダイワスカーレット 母母 スカーレットブーケ 4戦2勝 賞金 15，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ココロノキャンバス号



00031 1月8日 曇 良 （30中山1）第3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）
1000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

本 賞 7，350，000
7，350，000

円
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
1：08．7
1：08．7

重
重

12 タガノヴィッター 牡5鹿 57 石橋 脩八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 518＋ 81：12．0 5．7�

714 ビックリシタナモー 牡4黒鹿 56
53 ▲藤田菜七子小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 516＋ 2 〃 同着 5．1�

24 タケルラグーン 牡6鹿 57 田辺 裕信森 保彦氏 池上 昌弘 平取 びらとり牧場 B488－ 2 〃 クビ 20．0�
11 � サウンドジャンゴ 牡6鹿 57 内田 博幸増田 雄一氏 和田 正道 米 Hibiscus

Stables B524＋101：12．2	 30．7�
23 ワシントンレガシー 牝4芦 54

51 ▲菊沢 一樹吉田 勝己氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム B468＋10 〃 クビ 10．4�
48 シルバーストーン 牡4芦 56 丸田 恭介峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 506＋ 41：12．3	 22．5�
35 ビービーサレンダー 牡5鹿 57 大野 拓弥	坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 502± 01：12．4クビ 7．5

47 ダ ウ ト レ ス 
7鹿 57 蛯名 正義�ノースヒルズ 小島 太 新冠 株式会社

ノースヒルズ 514＋ 61：12．61� 39．6�
611 ヤマニンシャンデル 牝6栗 55 田中 勝春土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 466＋ 61：12．92 46．4
713 ヘ ル デ ィ ン 牝4青鹿54 丸山 元気金山 敏也氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 432－ 41：13．21	 6．4�
816 ダノンアイリス 牝5青鹿55 横山 典弘�ダノックス 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 484－ 21：13．3	 4．1�
612 キョウエイスコール 牡5栗 57 北村 宏司田中 晴夫氏 勢司 和浩 新ひだか ヒサイファーム 504＋101：13．4クビ 52．4�
510� ウ リ ボ ー 牡6栗 57

54 ▲武藤 雅冨士井直哉氏 森 秀行 米 Dr. Char-
les S. Giles 534＋ 21：13．5� 77．0�

36 アシャカセルクル 牡4黒鹿56 吉田 隼人吉冨 学氏 小笠 倫弘 日高 豊洋牧場 510＋101：14．24 25．1�
815 ナミノリゴリラ 牝6黒鹿 55

54 ☆木幡 巧也小田切 光氏 高橋 祥泰 日高 大江牧場 490＋ 61：15．37 182．5�
59 コマノレジェンド 牝4黒鹿54 三浦 皇成長谷川芳信氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 468－ 61：16．79 102．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，063，500円 複勝： 73，715，400円 枠連： 33，792，100円
馬連： 115，960，000円 馬単： 47，833，000円 ワイド： 74，615，800円
3連複： 163，395，400円 3連単： 186，269，400円 計： 742，644，600円

払戻金・
給付金

単 勝 �
�

280円
260円 複 勝 �

�
210円
210円 � 310円 枠 連（1－7） 1，070円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 ��
��

2，110円
2，050円

ワ イ ド �� 910円 ��
��

1，540円
1，690円

3 連 複 ��� 10，660円 3 連 単 ���
���

23，090円
22，280円

票 数

単勝票数 計 470635 的中 � 65168（3番人気）� 72775（2番人気）
複勝票数 計 737154 的中 � 94420（3番人気）� 94686（2番人気）� 56258（7番人気）
枠連票数 計 337921 的中 （1－7） 24471（4番人気）
馬連票数 計1159600 的中 �� 42390（7番人気）
馬単票数 計 478330 的中 �� 8476（15番人気）�� 8727（14番人気）
ワイド票数 計 746158 的中 �� 21740（9番人気）�� 12354（18番人気）�� 11187（20番人気）
3連複票数 計1633954 的中 ��� 11493（33番人気）
3連単票数 計1862694 的中 ��� 2923（130番人気） ��� 3030（127番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．6―12．4―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．2―46．6―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノヴィッター �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2015．12．5 阪神4着

2013．3．20生 牡5鹿 母 ダンスティルドーン 母母 Kaysama 14戦4勝 賞金 49，897，000円
ビックリシタナモー �

�
父 タートルボウル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．7．23 中京11着

2014．3．31生 牡4黒鹿 母 ノ ン キ 母母 シ ェ リ ー ザ 25戦3勝 賞金 39，314，000円
〔騎手変更〕 ヤマニンシャンデル号の騎手野中悠太郎は，負傷のため田中勝春に変更。
〔制裁〕 アシャカセルクル号の騎手吉田隼人は，向正面で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：2番・8番・11番）

ワシントンレガシー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平成30年1月13日から
平成30年1月14日まで騎乗停止。（被害馬：9番）
ワシントンレガシー号の騎手菊沢一樹は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

〔その他〕 コマノレジェンド号は，最後の直線コース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。
※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 ソルプレーサ号・ララパルーザ号

00032 1月8日 小雨
（ 芝 ）良
（ダート）良 （30中山1）第3日 第8競走 ��3，200�

なかやましんしゅん

中山新春ジャンプステークス
発走13時50分 （芝・ダート）

4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
賞 品

本 賞 16，500，000円 6，600，000円 4，100，000円 2，500，000円 1，650，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード3：31．0良・良

79 ゼンノトライブ 牡5黒鹿60 難波 剛健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 444＋ 43：37．5 2．8�
810 プレシャスタイム 牡5鹿 60 佐久間寛志小原 該一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 432＋ 43：37．6� 10．6�
22 ドリームハヤテ 牡8鹿 61 北沢 伸也ライオンレースホース� 南井 克巳 日高 長谷川 一男 508－ 8 〃 クビ 4．9�
78 スプレーモゲレイロ 牡5鹿 60 植野 貴也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 462＋ 43：37．7� 21．3�
44 マイネルヴォーダン 牡6栗 60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新ひだか 三木田牧場 518＋ 43：37．8� 10．8�
33 � ジュールドトネール 牡8青鹿60 小野寺祐太吉田 和美氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 506＋103：38．86 8．3	
11 ウエスタンレベッカ 牝8鹿 58 熊沢 重文西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 458± 03：38．9� 3．4

811� グリーティングワン 牡8黒鹿60 上野 翔井上 久光氏 柴田 政人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442＋243：39．32� 106．9�
55 トーキングポイント 牡4黒鹿59 大江原 圭水上 行雄氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 512－ 83：40．47 79．4�
67 マイネルゼーラフ 牡7青鹿60 草野 太郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 上村 清志 514＋103：40．93 48．7
66 サウンドギャツビー 牡6黒鹿60 五十嵐雄祐増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 504＋ 43：43．0大差 83．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 29，675，800円 複勝： 30，703，000円 枠連： 17，407，800円
馬連： 70，456，600円 馬単： 38，321，900円 ワイド： 36，528，100円
3連複： 99，229，500円 3連単： 169，510，300円 計： 491，833，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 230円 � 160円 枠 連（7－8） 1，370円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 2，270円

ワ イ ド �� 520円 �� 300円 �� 740円

3 連 複 ��� 2，220円 3 連 単 ��� 10，950円

票 数

単勝票数 計 296758 的中 � 82872（1番人気）
複勝票数 計 307030 的中 � 75218（1番人気）� 27299（6番人気）� 49575（3番人気）
枠連票数 計 174078 的中 （7－8） 9830（6番人気）
馬連票数 計 704566 的中 �� 35145（6番人気）
馬単票数 計 383219 的中 �� 12615（9番人気）
ワイド票数 計 365281 的中 �� 17448（6番人気）�� 34379（3番人気）�� 11640（12番人気）
3連複票数 計 992295 的中 ��� 33448（6番人気）
3連単票数 計1695103 的中 ��� 11219（39番人気）
上り 1マイル 1：45．5 4F 50．8－3F 38．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゼンノトライブ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2015．11．7 京都1着

2013．2．26生 牡5黒鹿 母 ジュリアビコー 母母 スカーレットローズ 障害：10戦2勝 賞金 34，373，000円
〔制裁〕 ゼンノトライブ号の騎手難波剛健は，1周目1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）



00033 1月8日 小雨 良 （30中山1）第3日 第9競走 ��
��2，400�

な り た

成 田 特 別
発走14時25分 （ダート・右）
4歳以上，1，000万円以下，29．1．5以降29．12．28まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

成田市長賞（1着）
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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
2：28．8
2：28．6

重
不良

23 ブランシェクール 牝5芦 54 三浦 皇成 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 508－ 82：36．4 14．4�
713 サ ノ サ マ ー 牡4栗 53 勝浦 正樹佐野 信幸氏 中舘 英二 浦河 日の出牧場 468± 0 〃 クビ 29．0�
22 セイカエドミザカ 牡5栗 54 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 486＋ 42：36．5� 41．2�
814 ハッスルバッスル 牡4黒鹿54 吉田 隼人吉澤 克己氏 戸田 博文 新ひだか タイヘイ牧場 B490－ 22：36．6� 7．3�
34 バ レ ッ テ ィ �4鹿 54 田辺 裕信 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 510－ 62：36．7� 3．0�
610 モンストルコント 牡5黒鹿54 横山 典弘 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 496－ 22：37．23 24．8	
11 アバオアクー 牡6鹿 55 大野 拓弥外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B510＋ 62：37．3� 15．1

712 キールコネクション 牡6栗 53 黛 弘人水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 B476＋ 62：37．4	 76．8�
35 タスクフォース 牡4鹿 54 石橋 脩窪田 康志氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B542－102：37．6	 4．5�
815 シフォンカール 牝5芦 51 菊沢 一樹 �シルクレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 450＋122：37．92 38．3
47 サ ン シ ロ ウ 牡4鹿 53 内田 博幸合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 500＋ 22：38．11 21．8�
59 ボ ル ド ネ ス �6鹿 54 北村 宏司�G1レーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 504＋ 22：38．31 16．2�
46 シ ベ リ ウ ス 牡5栗 54 村田 一誠浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B466＋ 82：38．51
 23．4�
58 � ハヤブサライデン 牡6鹿 54 江田 照男�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 494± 02：38．6	 7．4�
611 デアリングアイデア 牡4鹿 52 高倉 稜宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 450－ 42：39．02� 106．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 53，378，700円 複勝： 80，805，400円 枠連： 43，249，500円
馬連： 156，736，700円 馬単： 66，279，400円 ワイド： 93，110，600円
3連複： 222，342，300円 3連単： 289，695，700円 計： 1，005，598，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，440円 複 勝 � 440円 � 860円 � 1，220円 枠 連（2－7） 8，640円

馬 連 �� 15，080円 馬 単 �� 34，300円

ワ イ ド �� 4，680円 �� 6，110円 �� 12，700円

3 連 複 ��� 202，120円 3 連 単 ��� 846，890円

票 数

単勝票数 計 533787 的中 � 29541（5番人気）
複勝票数 計 808054 的中 � 52219（6番人気）� 24433（11番人気）� 16576（13番人気）
枠連票数 計 432495 的中 （2－7） 3876（24番人気）
馬連票数 計1567367 的中 �� 8051（49番人気）
馬単票数 計 662794 的中 �� 1449（104番人気）
ワイド票数 計 931106 的中 �� 5155（54番人気）�� 3937（59番人気）�� 1882（85番人気）
3連複票数 計2223423 的中 ��� 825（321番人気）
3連単票数 計2896957 的中 ��� 248（1594番人気）

ハロンタイム 13．1―12．1―12．5―12．6―13．2―13．8―13．8―13．3―12．8―12．9―12．7―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．1―25．2―37．7―50．3―1：03．5―1：17．3―1：31．1―1：44．4―1：57．2―2：10．1―2：22．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブランシェクール �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．6．28 東京11着

2013．2．19生 牝5芦 母 モンプティクール 母母 ゲートドクール 16戦4勝 賞金 43，457，000円
［他本会外：1戦0勝］

00034 1月8日 小雨 良 （30中山1）第3日 第10競走 ��
��2，200�

げいしゅん

迎春ステークス
発走15時00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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．9

良
良

66 ノーブルマーズ 牡5栗 57 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか タガミファーム 494－ 42：16．9 1．8�
22 ウ ム ブ ル フ 牡5青鹿57 石橋 脩 �社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋202：17．22 2．9�
11 � エリモジパング 牡8青鹿57 田中 勝春山本三津子氏 中野 栄治 えりも エクセルマネジメント 478＋122：17．3	 13．1�
89 エクセレントミスズ 牡5鹿 57 内田 博幸永井 啓弍氏 加藤 敬二 むかわ 上水牧場 456－ 8 〃 アタマ 7．2�
44 � フレンドスイート 牝7鹿 55 丸山 元気横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 藤巻 則弘 476＋ 82：17．4	 98．3�
55 デルマサリーチャン 牝7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 490＋ 42：17．61
 40．5	
33 � ヤマカツポセイドン 牡9黒鹿57 柴山 雄一山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 470－ 22：17．7	 23．4

88 ウインブルーローズ 牡6鹿 57 吉田 隼人�ウイン 高橋 祥泰 浦河 鎌田 正嗣 496＋ 42：18．44 16．9�
77 エリモグレイス 牡5鹿 57 黛 弘人山本 慎一氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 500± 02：20．1大差 58．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 52，519，200円 複勝： 78，469，400円 枠連： 25，536，400円
馬連： 121，255，100円 馬単： 78，155，800円 ワイド： 57，307，300円
3連複： 146，323，200円 3連単： 393，859，300円 計： 953，425，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 110円 � 170円 枠 連（2－6） 230円

馬 連 �� 220円 馬 単 �� 350円

ワ イ ド �� 130円 �� 280円 �� 410円

3 連 複 ��� 600円 3 連 単 ��� 1，460円

票 数

単勝票数 計 525192 的中 � 227524（1番人気）
複勝票数 計 784694 的中 � 509270（1番人気）� 94910（2番人気）� 40544（4番人気）
枠連票数 計 255364 的中 （2－6） 85486（1番人気）
馬連票数 計1212551 的中 �� 421225（1番人気）
馬単票数 計 781558 的中 �� 165655（1番人気）
ワイド票数 計 573073 的中 �� 148171（1番人気）�� 43532（3番人気）�� 27423（6番人気）
3連複票数 計1463232 的中 ��� 182379（2番人気）
3連単票数 計3938593 的中 ��� 194465（3番人気）

ハロンタイム 13．2―12．3―13．6―13．0―13．1―12．7―12．0―12．0―11．7―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．2―25．5―39．1―52．1―1：05．2―1：17．9―1：29．9―1：41．9―1：53．6―2：05．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．0
1
3
4－9，6，2，5，1，3，7，8
4（9，6）（2，3）1，5，8，7

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ノーブルマーズ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2015．6．6 阪神2着

2013．5．10生 牡5栗 母 アイアンドユー 母母 Taba 24戦5勝 賞金 129，713，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

２レース目



00035 1月8日 小雨 良 （30中山1）第3日 第11競走 ��
��1，200�カーバンクルステークス

発走15時35分 （芝・右・外）
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 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

66 ナックビーナス 牝5青鹿54 横山 典弘小松 欣也氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 522＋ 41：08．3 1．9�
22 ペイシャフェリシタ 牝5黒鹿54 大野 拓弥北所 直人氏 高木 登 新ひだか 友田牧場 490＋ 21：08．4� 4．9�
88 ロードクエスト 牡5鹿 57 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 464＋ 61：08．61	 7．6�
55 アドマイヤゴッド 牡6鹿 56 内田 博幸近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B496－ 61：08．7
 7．1�
11 タマモブリリアン 牝5黒鹿54 吉田 隼人タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 470－101：08．91
 10．0�
89 � オ ウ ノ ミ チ 牡7黒鹿56 柴田 善臣小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 480－ 61：09．11
 66．7	
77 コスモドーム 牡7鹿 56 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 522＋ 61：09．3� 12．6�
33 フルールシチー 牝7鹿 54 田中 勝春 �友駿ホースクラブ 西園 正都 日高 日高大洋牧場 516－ 8 〃 クビ 22．8�
44 � レヴァンテライオン 牡4黒鹿55 田辺 裕信ライオンレースホース� 矢作 芳人 米

Hargus Sexton, Sandra
Sexton, Tom Bozarth &
Silver Fern Farm LLC

504＋ 61：10．04 29．2
（9頭）

売 得 金
単勝： 101，448，200円 複勝： 148，526，600円 枠連： 42，162，200円
馬連： 275，995，900円 馬単： 155，941，500円 ワイド： 118，940，800円
3連複： 331，380，600円 3連単： 846，006，800円 計： 2，020，402，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 140円 � 190円 枠 連（2－6） 470円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 230円 �� 360円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 3，130円

票 数

単勝票数 計1014482 的中 � 411299（1番人気）
複勝票数 計1485266 的中 � 784839（1番人気）� 168224（2番人気）� 101356（4番人気）
枠連票数 計 421622 的中 （2－6） 68550（1番人気）
馬連票数 計2759959 的中 �� 444849（1番人気）
馬単票数 計1559415 的中 �� 172467（1番人気）
ワイド票数 計1189408 的中 �� 150396（1番人気）�� 83105（5番人気）�� 40249（8番人気）
3連複票数 計3313806 的中 ��� 214832（3番人気）
3連単票数 計8460068 的中 ��� 195620（4番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．3―11．5―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．2―45．7―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F34．1
3 6，9（1，5）2－（4，8）（3，7） 4 6（9，5）（1，2）8（4，7）3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナックビーナス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 More Than Ready デビュー 2015．10．10 東京3着

2013．3．11生 牝5青鹿 母 レディトゥプリーズ 母母 Guilty Pleasure 21戦6勝 賞金 171，319，000円
［他本会外：1戦0勝］

※出走取消馬 イッテツ号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため）

00036 1月8日 小雨 良 （30中山1）第3日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （芝・右・外）
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
1：30．7
1：30．7

良
良

59 アドマイヤシナイ 牡4鹿 56 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 464＋ 21：36．1 3．7�
612 バトルスピリッツ 牡4鹿 56 柴山 雄一山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 三石川上牧場 524＋101：36．2	 3．6�
35 レッドルチア 牝4黒鹿54 田中 勝春 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 414＋16 〃 ハナ 21．6�
12 
 フローラデマリポサ 牝4鹿 53 石橋 脩吉田 和美氏 堀 宣行 豪 Cressfield 468± 01：36．41� 4．6�
36 オーダードリブン 牡5黒鹿57 勝浦 正樹 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 458＋ 2 〃 クビ 12．4	
24 ロジブリランテ 牡4黒鹿56 大野 拓弥久米田正明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 548± 01：36．5クビ 14．1

816� ナンヨーウラヌス 牡4黒鹿56 柴田 善臣中村 德也氏 杉浦 宏昭 浦河 三好牧場 442－20 〃 クビ 88．6�
47 ディーグランデ 牡4鹿 56 蛯名 正義嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 472＋ 21：36．6クビ 14．3�
11 コマノレジーナ 牝4黒鹿54 吉田 隼人長谷川芳信氏 菊川 正達 新ひだか 西川富岡牧場 418－10 〃 クビ 105．4
23 クールジョーカー 牡7黒鹿 57

54 ▲横山 武史小林竜太郎氏 松永 康利 様似 髙村 伸一 460＋121：36．81 209．3�
713
 トルセドール 牡7鹿 57 北村 宏司窪田 芳郎氏 高柳 瑞樹 米 Cloverleaf

Farms II, Inc. 482＋ 21：36．9 37．7�
510 ショコラーチ 牝5鹿 55 津村 明秀髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 474＋12 〃 ハナ 51．7�
48 
 チリーシルバー 牝4栗 54 三浦 皇成吉田 和美氏 萩原 清 米 Glencrest

Farm, LLC 486－ 21：37．0クビ 13．0�
815 ステイウィズアンナ 牝4黒鹿54 江田 照男吉田 千津氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 388－ 21：37．32 125．5�
714 ワンショットキラー 牡5青鹿57 横山 典弘外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 490± 01：37．72 16．6�
611� メドゥシアナ 牝4栗 54

51 ▲藤田菜七子熊谷 貴之氏 根本 康広 安平 追分ファーム 480＋ 51：38．76 75．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 79，393，700円 複勝： 99，867，400円 枠連： 59，166，100円
馬連： 232，188，700円 馬単： 92，906，900円 ワイド： 124，104，600円
3連複： 322，713，800円 3連単： 461，676，300円 計： 1，472，017，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 150円 � 500円 枠 連（5－6） 670円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，280円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 4，870円 3 連 単 ��� 18，590円

票 数

単勝票数 計 793937 的中 � 167321（2番人気）
複勝票数 計 998674 的中 � 204702（2番人気）� 205741（1番人気）� 34795（9番人気）
枠連票数 計 591661 的中 （5－6） 67952（1番人気）
馬連票数 計2321887 的中 �� 280172（1番人気）
馬単票数 計 929069 的中 �� 56448（2番人気）
ワイド票数 計1241046 的中 �� 137108（1番人気）�� 22741（19番人気）�� 19259（21番人気）
3連複票数 計3227138 的中 ��� 49621（15番人気）
3連単票数 計4616763 的中 ��� 17996（35番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．6―36．5―48．6―1：00．8―1：12．8―1：24．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤシナイ �
�
父 ローエングリン �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2016．10．16 東京2着

2014．3．20生 牡4鹿 母 プリンセスドルチェ 母母 ケイティーズファースト 11戦2勝 賞金 36，152，000円
〔騎手変更〕 メドゥシアナ号の騎手野中悠太郎は，負傷のため藤田菜七子に変更。
※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。
（非抽選馬） 3頭 スターファセット号・ネオヴィットーリア号・ヒドゥンパラメータ号

４レース目



（30中山1）第3日 1月8日 （祝日） 曇後雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 161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

240，590，000円
7，710，000円
17，260，000円
1，520，000円
26，560，000円
66，640，000円
4，800，200円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
576，171，000円
799，682，000円
333，049，300円
1，445，565，800円
704，051，900円
802，259，100円
1，910，968，100円
3，170，823，200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 9，742，570，400円

総入場人員 17，827名 （有料入場人員 16，182名）
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