
3303712月9日 曇 良 （30中山5）第4日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走9時50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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

713 サニーストーム 牝2青鹿54 森 泰斗陳 立文氏 加藤 征弘 新ひだか 土田農場 442＋ 61：12．3 1．2�
（船橋）

48 アールランペイジ 牡2鹿 55 松山 弘平前原 敏行氏 伊藤 大士 平取 北島牧場 492＋141：12．93� 14．3�
23 オルクリスト 牡2鹿 55 大野 拓弥�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 468＋ 41：13．11 19．7�
35 リ ゼ 牝2栗 54 瀧川寿希也榊原 浩一氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 438－ 21：13．95 163．5�

（川崎）

714 フォアシザフューチ 牡2芦 55 宮崎 北斗西森 鶴氏 中川 公成 浦河 山春牧場 452＋ 61：14．0クビ 22．8�
510 シャンデリアムーン 牝2鹿 54

53 ☆木幡 初也鈴木 芳夫氏 斎藤 誠 新ひだか 松田牧場 458＋ 61：14．1� 23．9	
611 バームクーヘン 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 土田 稔 浦河 ミルファーム 476＋ 61：14．2� 38．2

612 タイセイグリード 牡2栗 55 内田 博幸田中 成奉氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B470＋ 41：14．41� 45．5�
11 パルセイティング 牝2鹿 54 石川裕紀人岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 山下 恭茂 434＋121：14．5� 52．7�
36 ローゼンオルデン 牝2芦 54

53 ☆藤田菜七子宮川 保氏 林 徹 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 418－ 2 〃 ハナ 12．6

816 クリノリトルスター 牝2栗 54 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 日高 増尾牧場 408＋ 61：14．6クビ 466．6�
24 ウインバイタル 牡2鹿 55 丹内 祐次�ウイン 高木 登 新冠 コスモヴューファーム 484± 01：14．7� 171．8�
59 シゲルブドウセキ 牡2栗 55 江田 照男森中 蕃氏 高橋 裕 浦河 王蔵牧場 468± 01：15．02 183．3�
12 アイアンゾーン 牝2芦 54

51 ▲木幡 育也池上 一馬氏 南田美知雄 新ひだか 原口牧場 448－ 21：15．31� 13．3�
47 アイマックス 牡2栗 55 中井 裕二井上 勇人氏 中野 栄治 新ひだか 松田牧場 438± 01：15．72� 331．1�
815 エ ム チ ャ ン 牝2黒鹿 54

53 ☆山本咲希到林 啓二氏 小桧山 悟 新冠 イワミ牧場 388－121：18．4大差 309．0�
（北海道）

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，569，700円 複勝： 124，325，800円 枠連： 13，909，300円
馬連： 58，256，400円 馬単： 38，297，100円 ワイド： 41，992，700円
3連複： 81，289，700円 3連単： 130，348，800円 計： 519，989，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 230円 � 280円 枠 連（4－7） 810円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 420円 �� 460円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 2，780円 3 連 単 ��� 7，210円

票 数

単勝票数 計 315697 的中 � 194561（1番人気）
複勝票数 計1243258 的中 � 1019987（1番人気）� 29323（4番人気）� 22735（6番人気）
枠連票数 計 139093 的中 （4－7） 13210（5番人気）
馬連票数 計 582564 的中 �� 54934（4番人気）
馬単票数 計 382971 的中 �� 25027（4番人気）
ワイド票数 計 419927 的中 �� 27282（3番人気）�� 24134（6番人気）�� 5963（15番人気）
3連複票数 計 812897 的中 ��� 21898（8番人気）
3連単票数 計1303488 的中 ��� 13106（18番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―11．3―12．1―13．0―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．2―33．5―45．6―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サニーストーム �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2018．9．15 中山2着

2016．5．4生 牝2青鹿 母 バーミスキャット 母母 Timely Broad 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔騎手変更〕 ローゼンオルデン号の騎手菊沢一樹は，負傷のため藤田菜七子に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エムチャン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年2月9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。
（非抽選馬） 2頭 アカンダナパワー号・エコロシンフォニー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3303812月9日 曇 良 （30中山5）第4日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時15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
1：52．7
1：50．9

良
不良

34 シャルロッテミノル 牝2鹿 54 三浦 皇成吉岡 實氏 中舘 英二 浦河 金成吉田牧場 536－ 41：56．8 12．5�
815 コンスタンティナ 牝2鹿 54 勝浦 正樹山本三津子氏 中野 栄治 新ひだか 田上 徹 486＋ 21：56．9� 5．6�
713 アドアステラ 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム B444＋ 21：57．0クビ 3．5�
35 ストラトフォード 牝2鹿 54 瀧川寿希也下河邉 博氏 竹内 正洋 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター B468± 01：57．53 23．6�
（川崎）

814 ハ ナ ギ リ 牝2鹿 54 森 泰斗山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 466－ 21：57．6� 18．4�
（船橋）

46 ロジカルガール 牝2栗 54 嘉藤 貴行平川 浩之氏 大和田 成 新ひだか 千代田牧場 464± 01：57．81 53．4	
712 ベルキューズ 牝2栗 54 内田 博幸 
ローレルレーシング 武井 亮 新冠 村田牧場 B494＋ 2 〃 アタマ 7．8�
22 シンボリノワール 牝2青鹿54 田中 勝春シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 464－ 81：58．01� 9．1�
59 キャラメライズ 牝2栗 54 大野 拓弥吉田 照哉氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 484－ 41：58．21� 4．3
58 ア プ ラ ウ ス 牝2黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也
ノースヒルズ 上原 博之 新冠 株式会社
ノースヒルズ 394± 01：58．83� 291．9�

47 ブラックアルテミス 牝2栗 54
53 ☆木幡 初也黒澤 尚氏 柴田 政人 日高 山際 辰夫 422± 01：59．43� 301．2�

610 クーファサンピラー 牝2青 54 横山 典弘大迫久美子氏 田中 博康 新冠 村上 欽哉 454± 02：00．14 23．8�
611 エスペランサ 牝2鹿 54

51 ▲木幡 育也平本 敏夫氏 大江原 哲 浦河 山口 義彦 410＋ 2 〃 クビ 188．9�
11 ノーブルソレイユ 牝2芦 54 石川裕紀人吉木 伸彦氏 田村 康仁 浦河 鎌田 正嗣 458－ 42：00．84 211．3�
23 キタサンルージュ 牝2黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎�大野商事 奥村 武 新冠 村田牧場 472－ 22：01．11� 101．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 27，859，600円 複勝： 39，991，600円 枠連： 13，789，200円
馬連： 56，150，300円 馬単： 23，921，200円 ワイド： 38，046，100円
3連複： 75，050，100円 3連単： 85，090，500円 計： 359，898，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，250円 複 勝 � 280円 � 180円 � 140円 枠 連（3－8） 1，550円

馬 連 �� 2，580円 馬 単 �� 5，600円

ワ イ ド �� 820円 �� 620円 �� 350円

3 連 複 ��� 2，140円 3 連 単 ��� 17，850円

票 数

単勝票数 計 278596 的中 � 18828（6番人気）
複勝票数 計 399916 的中 � 29851（6番人気）� 57198（3番人気）� 87719（1番人気）
枠連票数 計 137892 的中 （3－8） 6888（8番人気）
馬連票数 計 561503 的中 �� 16839（11番人気）
馬単票数 計 239212 的中 �� 3199（25番人気）
ワイド票数 計 380461 的中 �� 11213（10番人気）�� 15344（5番人気）�� 30143（2番人気）
3連複票数 計 750501 的中 ��� 26300（5番人気）
3連単票数 計 850905 的中 ��� 3456（50番人気）

ハロンタイム 12．7―12．0―13．9―14．0―13．0―12．0―12．5―13．1―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．7―38．6―52．6―1：05．6―1：17．6―1：30．1―1：43．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャルロッテミノル �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Alhaarth デビュー 2018．11．11 東京5着

2016．3．9生 牝2鹿 母 ビ シ ャ ー ラ 母母 Majmu 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔騎手変更〕 ブラックアルテミス号の騎手菊沢一樹は，負傷のため木幡初也に変更。
〔発走状況〕 エスペランサ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第５回 中山競馬 第４日
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気



3303912月9日 曇 良 （30中山5）第4日 第3競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走10時45分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：59．6
1：59．6

良
良

48 ディーイストワール 牡2鹿 55 蛯名 正義嶋田 一成氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 466± 02：03．0 5．1�
714 マイネルミュトス 牡2青 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 468＋ 42：03．1� 9．0�
612 パワポケチャラット 牡2鹿 55 瀧川寿希也柳原 達也氏 中野 栄治 むかわ 市川牧場 458＋10 〃 クビ 33．5�

（川崎）

817 ゴーゴーナカヤマ 牡2青鹿55 嘉藤 貴行�中山牧場 高市 圭二 浦河 中山牧場 486－ 22：03．2クビ 155．9�
23 ブラックワンダー 牡2青鹿55 大野 拓弥草間 庸文氏 尾形 和幸 日高 下河辺牧場 458＋102：03．3� 18．4	
36 ブレーヴユニコーン 牡2青鹿55 内田 博幸諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 514＋ 2 〃 クビ 4．1

11 ラステラデファルコ 牡2黒鹿55 勝浦 正樹武田 修氏 武井 亮 安平 追分ファーム 482± 02：03．51� 5．7�
35 ゲインスプレマシー 牡2鹿 55 三浦 皇成 �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 492＋ 82：03．71 5．3�
713 リ ン ラ ン 牝2栗 54 森 泰斗 �社台レースホース竹内 正洋 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 22：03．8	 71．2
（船橋）

510 ランペドゥーザ 牝2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 466± 02：03．9� 444．9�

816 アナザークイーン 牝2黒鹿54 石川裕紀人 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム 446＋ 2 〃 クビ 22．5�
12 シックガニアン 牡2鹿 55 丹内 祐次 �ブルースターズファーム 黒岩 陽一 浦河 山田牧場 452－ 22：04．0� 77．4�
611 カ ラ テ 牡2黒鹿 55

54 ☆木幡 巧也小田切 光氏 高橋 祥泰 新冠 中地 康弘 494－102：04．1� 202．6�
818 ゲットリズム 牡2鹿 55

54 ☆藤田菜七子ジャコモ合同会社 林 徹 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 514＋ 6 〃 アタマ 19．9�

715 シンボリジョーク 牡2栗 55
52 ▲野中悠太郎シンボリ牧場 菊川 正達 新ひだか 三石川上牧場 482－ 82：04．31 159．5�

47 レ オ 牡2芦 55 津村 明秀ニッシンレーシング 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 534－ 22：04．51 25．3�
59 ロ ザ ム ー ル 牝2栗 54 柴田 善臣栗山 良子氏 上原 博之 新ひだか 静内坂本牧場 486＋ 42：04．71� 118．3�
24 バースデーバッシュ 牝2栗 54

51 ▲木幡 育也田頭 勇貴氏 清水 英克 浦河 笹地牧場 430± 02：05．33� 356．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 29，214，300円 複勝： 46，957，700円 枠連： 17，854，500円
馬連： 61，821，300円 馬単： 25，794，500円 ワイド： 42，947，000円
3連複： 85，133，200円 3連単： 91，676，000円 計： 401，398，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 210円 � 280円 � 630円 枠 連（4－7） 1，580円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 3，770円

ワ イ ド �� 790円 �� 2，090円 �� 2，650円

3 連 複 ��� 14，010円 3 連 単 ��� 62，520円

票 数

単勝票数 計 292143 的中 � 48682（2番人気）
複勝票数 計 469577 的中 � 69298（3番人気）� 43417（5番人気）� 16449（9番人気）
枠連票数 計 178545 的中 （4－7） 8728（7番人気）
馬連票数 計 618213 的中 �� 24663（7番人気）
馬単票数 計 257945 的中 �� 5121（14番人気）
ワイド票数 計 429470 的中 �� 14613（7番人気）�� 5196（29番人気）�� 4066（34番人気）
3連複票数 計 851332 的中 ��� 4555（53番人気）
3連単票数 計 916760 的中 ��� 1063（202番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．7―36．7―49．3―1：02．1―1：14．3―1：26．4―1：38．5―1：50．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F36．6
1
3
18－（11，16）15，5（4，9，13）6（2，10，8，17）3（1，14）7，12・（18，16）（11，13）（5，15，17）（9，6，8）（4，12）（2，3，14）7（1，10）

2
4

18，16，11－（5，15）（4，9，13）（2，6，17）（3，10，8）1，14，7，12・（18，16）11（13，17）（5，15）（8，12）（9，6）（3，14，1）2（4，10）7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ディーイストワール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dubawi デビュー 2018．8．19 札幌6着

2016．3．27生 牡2鹿 母 エレクトラレーン 母母 Imperialistic 3戦1勝 賞金 5，750，000円
〔騎手変更〕 シンボリジョーク号の騎手菊沢一樹は，負傷のため野中悠太郎に変更。
※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 エレヴァルアスール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3304012月9日 曇 良 （30中山5）第4日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走11時15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
1：52．7
1：50．9

良
不良

35 コスモハヤテ 牡2青 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 小野 次郎 新冠 ビッグレッドファーム B456＋ 61：56．6 7．5�
59 スカテナート 牡2鹿 55 大野 拓弥吉田 安惠氏 古賀 慎明 安平 追分ファーム 454－ 21：56．7� 1．8�
510� ダラステソーロ 牝2鹿 54 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 米 Christiana
Stables LLC 466＋ 41：57．55 5．9�

24 ウイニングメイビー 牡2黒鹿55 中井 裕二井上 久光氏 柴田 政人 日高 サンバマウン
テンファーム B462＋ 61：57．6クビ 56．7�

47 ディアマキニスタ 牡2青鹿 55
54 ☆木幡 巧也ディアレストクラブ� 新開 幸一 むかわ 市川牧場 458＋10 〃 アタマ 29．9	

714 トラストシンゲン 牡2栗 55 柴田 善臣菅波 雅巳氏 高木 登 新冠 村上 欽哉 496＋ 41：57．92 14．8

11 ペイシャルフェ 牝2黒鹿54 江田 照男北所 直人氏 蛯名 利弘 平取 二風谷ファーム 430－ 41：59．07 97．2�
36 シルヴァーイーグル 牡2芦 55 内田 博幸星野 �男氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 500＋ 81：59．1	 27．7
713 ペイシャラトゥール 牡2鹿 55

52 ▲野中悠太郎北所 直人氏 竹内 正洋 浦河 恵比寿牧場 486－ 41：59．73� 159．6�
611 マイネルフィースト 牡2青鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田村 康仁 浦河 大北牧場 482＋ 41：59．9	 149．6�
816 ジムマシーン 牡2栗 55

52 ▲木幡 育也臼井義太郎氏 清水 英克 新冠 細川農場 484＋ 4 〃 ハナ 445．2�
48 シゲルサファイア 
2鹿 55 瀧川寿希也森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 496－ 42：00．11� 31．7�

（川崎）

612 レイヴンキング 牡2青鹿 55
54 ☆藤田菜七子 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 526＋14 〃 ハナ 24．1�
12 クラウンポセイドン 牡2栗 55 嘉藤 貴行矢野 恭裕氏 田島 俊明 日高 クラウン日高牧場 486－ 22：00．2クビ 323．3�
23 ショウチクバイ 牡2鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 宗像 義忠 新冠 小泉 学 488＋ 2 〃 アタマ 156．5�
815 ウインゴライアス 牡2黒鹿55 森 泰斗�ウイン 大和田 成 新ひだか 元道牧場 532＋ 4 〃 ハナ 14．4�

（船橋）

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，224，700円 複勝： 45，802，800円 枠連： 15，216，000円
馬連： 57，705，800円 馬単： 31，699，200円 ワイド： 41，135，700円
3連複： 80，932，800円 3連単： 111，816，000円 計： 416，533，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 150円 � 110円 � 160円 枠 連（3－5） 390円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 1，570円

ワ イ ド �� 230円 �� 540円 �� 240円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 6，530円

票 数

単勝票数 計 322247 的中 � 36076（3番人気）
複勝票数 計 458028 的中 � 56971（2番人気）� 184172（1番人気）� 51954（3番人気）
枠連票数 計 152160 的中 （3－5） 29615（1番人気）
馬連票数 計 577058 的中 �� 90721（2番人気）
馬単票数 計 316992 的中 �� 15055（5番人気）
ワイド票数 計 411357 的中 �� 48929（1番人気）�� 16411（5番人気）�� 45877（2番人気）
3連複票数 計 809328 的中 ��� 72987（1番人気）
3連単票数 計1118160 的中 ��� 12412（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．9―38．2―51．7―1：04．4―1：17．0―1：30．2―1：43．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．6
1
3
6（10，12，15）4（1，5，8）（2，13）14，16（11，9）（3，7）・（6，10）（4，5，12）15（8，9）（1，2）14＝11－16（7，13）－3

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

勝馬の
紹 介

コスモハヤテ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ゴールドヘイロー デビュー 2018．9．2 新潟12着

2016．3．1生 牡2青 母 コスモコルデス 母母 アイシンモナリザ 6戦1勝 賞金 8，300，000円
〔制裁〕 コスモハヤテ号の騎手柴田大知は，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：10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 ワンダーヴァレッタ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



3304112月9日 曇 良 （30中山5）第4日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時05分 （ダート・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：52．7
1：50．9

良
不良

712 キングスバレイ 牡2栗 55 森 泰斗村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 500 ―1：58．1 8．7�
（船橋）

11 シゲルグリンダイヤ 牡2鹿 55 蛯名 正義森中 蕃氏 中野 栄治 安平 追分ファーム 478 ― 〃 ハナ 2．9�
611 フォーアネーム 牝2鹿 54 津村 明秀 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 500 ―1：58．73� 49．4�
713 ヴィルトファン 牝2黒鹿54 三浦 皇成 �カナヤマホール

ディングス 高柳 瑞樹 平取 赤石牧場 514 ―1：59．44 19．4�
23 ジョイナイト 牡2鹿 55 石川裕紀人西村 亮二氏 武市 康男 日高 下河辺牧場 488 ― 〃 ハナ 106．6	
46 パワーリンク 牡2黒鹿55 内田 博幸飯田 正剛氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 506 ―1：59．93 60．2

610 ローブドゥネージュ 牝2栗 54 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 奥村 武 新ひだか 矢野牧場 456 ―2：00．32� 5．5�
35 ボーイズオブサマー 牡2栗 55 瀧川寿希也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 512 ―2：00．72� 14．3�
（川崎）

815 マイネルリガス 牡2栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 坂本 健一 504 ―2：00．91� 132．3

22 シンボリビーノ 牡2黒鹿55 横山 典弘シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 野島牧場 478 ―2：01．0クビ 46．9�
58 ナスノコウラン 牡2鹿 55 松山 弘平�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 500 ―2：01．1� 18．5�
47 ブラックコメディ 牝2鹿 54 宮崎 北斗山上 和良氏 小野 次郎 新ひだか 岡野牧場 464 ―2：01．2クビ 43．1�
814 アストロゲート 牡2黒鹿 55

52 ▲野中悠太郎 �カナヤマホール
ディングス 竹内 正洋 浦河 杵臼牧場 482 ―2：01．3� 5．9�

59 トーホウパンパ 牝2栗 54 勝浦 正樹東豊物産� 武藤 善則 新ひだか 静内フジカワ牧場 458 ― 〃 クビ 16．0�
34 ゴールドプリュム 牝2栗 54

53 ☆木幡 巧也今村 明浩氏 牧 光二 新ひだか 服部 牧場 506 ―2：05．1大差 19．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 31，709，400円 複勝： 37，322，700円 枠連： 17，680，900円
馬連： 56，972，800円 馬単： 28，260，800円 ワイド： 40，189，600円
3連複： 78，210，200円 3連単： 89，170，700円 計： 379，517，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 240円 � 160円 � 810円 枠 連（1－7） 790円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 3，420円

ワ イ ド �� 680円 �� 4，470円 �� 2，420円

3 連 複 ��� 20，010円 3 連 単 ��� 101，480円

票 数

単勝票数 計 317094 的中 � 30632（4番人気）
複勝票数 計 373227 的中 � 39398（4番人気）� 78751（1番人気）� 8898（12番人気）
枠連票数 計 176809 的中 （1－7） 17190（1番人気）
馬連票数 計 569728 的中 �� 30539（3番人気）
馬単票数 計 282608 的中 �� 6189（8番人気）
ワイド票数 計 401896 的中 �� 16174（3番人気）�� 2227（52番人気）�� 4179（28番人気）
3連複票数 計 782102 的中 ��� 2931（63番人気）
3連単票数 計 891707 的中 ��� 637（306番人気）

ハロンタイム 12．8―12．2―13．6―13．9―12．8―12．7―12．7―13．4―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．0―38．6―52．5―1：05．3―1：18．0―1：30．7―1：44．1

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

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

勝馬の
紹 介

キングスバレイ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2016．2．1生 牡2栗 母 シーガルサリー 母母 ブレッシング 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴールドプリュム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年1月9日まで平地競

走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3304212月9日 曇 良 （30中山5）第4日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時35分 （芝・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：46．4
1：45．6

良
良

34 シーオブザムーン 牝2青鹿54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 454 ―1：53．2 4．1�
813 テイエムクロムシャ 牡2青鹿55 松山 弘平竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 谷川牧場 482 ―1：53．3� 4．9�
45 ミラキュラスパワー 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 佐竹 学 434 ―1：53．61� 72．9�
814 サトノミレニアム 牡2鹿 55 森 泰斗 �サトミホースカンパニー 木村 哲也 千歳 社台ファーム 522 ― 〃 クビ 4．2�

（船橋）

33 ショウナンアオゾラ 牡2黒鹿55 石川裕紀人�湘南 大竹 正博 新冠 ムラカミファーム 460 ―1：53．81� 8．6	
610 ジェイケイブラック 牡2青鹿55 田中 勝春小谷野次郎氏 松永 康利 新冠 村上 欽哉 492 ―1：53．9	 49．6

711 オスカーティアラ 牝2鹿 54 柴田 善臣森 保彦氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 458 ― 〃 アタマ 52．7�
712 レパルスベイ 牝2黒鹿 54

53 ☆藤田菜七子谷口 悦一氏 高橋 文雅 日高 戸川牧場 416 ―1：54．0クビ 52．1�
11 パティシエール 牝2黒鹿54 大野 拓弥ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440 ― 〃 クビ 28．0
22 アリューカス 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行�ヒダカファーム竹内 正洋 浦河 ヒダカフアーム 428 ― 〃 同着 46．9�
58 カーテンジュエル 牝2栗 54 津村 明秀木村 直人氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 412 ―1：54．1	 9．3�
57 マミーフィンガー 牝2黒鹿54 勝浦 正樹野村 茂雄氏 水野 貴広 浦河 高岸 順一 416 ―1：54．31� 160．9�
46 ア ラ ス カ 牝2鹿 54 内田 博幸池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 388 ―1：54．51� 7．8�
69 エンジェルズライン 牝2青鹿54 江田 照男島井新一郎氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 438 ―1：54．71	 44．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 31，466，200円 複勝： 35，400，300円 枠連： 18，290，600円
馬連： 57，694，800円 馬単： 25，631，000円 ワイド： 36，328，200円
3連複： 71，743，900円 3連単： 86，310，200円 計： 362，865，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 180円 � 1，000円 枠 連（3－8） 380円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 2，530円

ワ イ ド �� 490円 �� 3，850円 �� 3，240円

3 連 複 ��� 19，660円 3 連 単 ��� 85，950円

票 数

単勝票数 計 314662 的中 � 64128（1番人気）
複勝票数 計 354003 的中 � 66663（1番人気）� 56598（2番人気）� 6476（12番人気）
枠連票数 計 182906 的中 （3－8） 37210（1番人気）
馬連票数 計 576948 的中 �� 41669（3番人気）
馬単票数 計 256310 的中 �� 7582（6番人気）
ワイド票数 計 363282 的中 �� 21097（2番人気）�� 2303（45番人気）�� 2751（37番人気）
3連複票数 計 717439 的中 ��� 2736（66番人気）
3連単票数 計 863102 的中 ��� 728（251番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―26．0―39．2―52．5―1：05．3―1：17．8―1：30．0―1：41．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F35．4
1
3

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

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

シーオブザムーン �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 エ リ シ オ 初出走

2016．4．11生 牝2青鹿 母 ムーンフェイズ 母母 アフターザサン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※アラスカ号・オスカーティアラ号・カーテンジュエル号・ミラキュラスパワー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



3304312月9日 曇 良 （30中山5）第4日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走13時05分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，3歳56�4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

816 ビ ッ ザ ー ロ 牝4鹿 55 森 泰斗�ラ・メール 奥村 武 浦河 大島牧場 552－101：55．4 4．1�
（船橋）

23 � ランニングウインド 牡4鹿 57 三浦 皇成島川 �哉氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 484＋ 61：56．14 6．3�
510 ギガバッケン 牡3鹿 56 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 554＋10 〃 ハナ 3．8�
11 ディーエスバズーカ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 506＋101：56．42 41．8�
815 マイネルレンカ 牡4黒鹿 57

56 ☆藤田菜七子 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 堀井 雅広 日高 碧雲牧場 464＋101：56．5クビ 29．3	

48 � ブレイブウォリアー 牡4青鹿57 武士沢友治谷口 祐人氏 小桧山 悟 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490＋ 61：56．71	 66．0


713 ラスティユース 牡3栗 56 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 480＋ 2 〃 アタマ 6．0�
36 ヴァローレネロ 牡3青 56

55 ☆木幡 巧也程田 真司氏 牧 光二 日高 チャンピオン
ズファーム 444－ 41：57．12
 174．1�

611 シ ー ル ー ト 牡3鹿 56 内田 博幸ゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 504＋ 6 〃 アタマ 18．7

612 ゲームチェンジャー 牡3栗 56 石川裕紀人�明栄商事 小西 一男 新冠 樋渡 志尚 504－ 21：57．2クビ 24．7�
59 ユキノアンビシャス 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也井上 基之氏 新開 幸一 新ひだか 服部 牧場 484－ 2 〃 アタマ 34．7�
24 ヤマノグラップル 牡3青鹿56 嘉藤 貴行澤村 敏雄氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 478＋121：57．3
 125．8�
47 トモジャヴァリ 牡4鹿 57 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 前谷 武志 474＋ 8 〃 ハナ 11．0�
35 � ブルーオラーリオ 牡4青鹿57 丹内 祐次 �YGGホースクラブ 柴田 政人 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 460＋ 41：57．51	 38．4�
714 ディライトラッシュ 牡4鹿 57 蛯名 正義 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀井 雅広 浦河 小倉牧場 B500± 01：57．71
 28．3�
12 トップホライゾン 牡3鹿 56 柴田 大知紅露 純氏 萱野 浩二 日高 庄野牧場 498＋ 21：58．76 16．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，366，900円 複勝： 53，724，500円 枠連： 20，800，200円
馬連： 80，945，500円 馬単： 32，385，300円 ワイド： 57，324，400円
3連複： 113，125，800円 3連単： 124，598，500円 計： 517，271，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 200円 � 170円 枠 連（2－8） 1，460円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 2，890円

ワ イ ド �� 680円 �� 410円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，040円 3 連 単 ��� 11，270円

票 数

単勝票数 計 343669 的中 � 66774（2番人気）
複勝票数 計 537245 的中 � 95025（1番人気）� 61450（4番人気）� 82434（3番人気）
枠連票数 計 208002 的中 （2－8） 11040（5番人気）
馬連票数 計 809455 的中 �� 39991（5番人気）
馬単票数 計 323853 的中 �� 8402（8番人気）
ワイド票数 計 573244 的中 �� 20790（6番人気）�� 37047（1番人気）�� 27259（3番人気）
3連複票数 計1131258 的中 ��� 41576（3番人気）
3連単票数 計1245985 的中 ��� 8012（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．0―38．3―52．0―1：04．7―1：17．0―1：29．6―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―3F38．4
1
3
16（4，10）（2，15）8（7，13，9）－（1，6）5，14，3－12，11
16（4，10，15）（2，8，14）（7，9，3）13（1，6）（5，11，12）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ビ ッ ザ ー ロ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2017．3．19 中山2着

2014．4．10生 牝4鹿 母 ステディプロスペクト 母母 Steady Cat 9戦2勝 賞金 19，050，000円
〔発走状況〕 ブレイブウォリアー号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 ブレイブウォリアー号は，発走調教再審査。
※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 フラッグアドミラル号・ボンテン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3304412月9日 曇 良 （30中山5）第4日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時35分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，3歳56�4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
1：08．7
1：08．7

重
重

611 シャインヴィットゥ 牡4芦 57 田中 勝春皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 492＋201：10．6 27．7�
612 ブラックランナー 牡4鹿 57 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 鈴木 孝志 新ひだか 千代田牧場 464± 01：10．7� 21．6�
11 ド リ ュ ウ 牡3栗 56 大野 拓弥�ミルファーム 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 448＋ 61：10．8� 2．8�
35 ノーフィアー 牡4栗 57 江田 照男平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社石川牧場 504＋161：10．9クビ 6．6�
48 マイウェイアムール 牝3青鹿54 森 泰斗田畑 利彦氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 478－ 41：11．0	 10．7	

（船橋）

12 
 エタニティーワルツ 牡5黒鹿 57
54 ▲野中悠太郎村島 昭男氏 大和田 成 新ひだか 及川 幸夫 502＋ 41：11．1	 140．3


510 フェリーチェ 牝3鹿 54 横山 典弘�大樹ファーム 菊沢 隆徳 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 448＋ 2 〃 ハナ 22．5�

714 ダイワスキャンプ �6鹿 57 三浦 皇成大城 敬三氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム 432－10 〃 クビ 4．6�
815 コンドルヒデオ 牡6鹿 57 国分 恭介庄司 修二氏 牧浦 充徳 浦河 小島牧場 508－ 21：11．2	 106．6
47 � サウンドジャンゴ 牡6鹿 57 瀧川寿希也増田 雄一氏 和田正一郎 米 Hibiscus

Stables B520＋10 〃 クビ 46．4�
（川崎）

24 グ ラ ス レ オ 牡3黒鹿56 丹内 祐次半沢� 尾形 和幸 日高 ヤナガワ牧場 498＋ 61：11．3クビ 22．2�
713 タケルラグーン 牡6鹿 57 勝浦 正樹森 保彦氏 池上 昌和 平取 びらとり牧場 B488＋101：11．61	 270．9�
36 イ ザ 牡5鹿 57

56 ☆木幡 巧也松田 整二氏 高柳 瑞樹 日高 白井牧場 B506＋10 〃 ハナ 103．0�
59 タンタラスノオカ 牡5黒鹿57 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 むかわ ヤマイチ牧場 506＋ 61：11．81 17．0�
23 ムスコローソ 牡3栗 56 石川裕紀人落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 504＋ 8 〃 クビ 7．4�
816 ハトマークレディ 牝5鹿 55 津村 明秀山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 410－101：12．33 47．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，064，300円 複勝： 64，851，800円 枠連： 23，918，000円
馬連： 101，942，600円 馬単： 42，823，800円 ワイド： 73，786，600円
3連複： 138，236，700円 3連単： 161，663，900円 計： 655，287，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，770円 複 勝 � 600円 � 450円 � 160円 枠 連（6－6） 13，770円

馬 連 �� 12，820円 馬 単 �� 24，630円

ワ イ ド �� 3，030円 �� 1，860円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 27，930円 3 連 単 ��� 217，450円

票 数

単勝票数 計 480643 的中 � 13847（10番人気）
複勝票数 計 648518 的中 � 22762（10番人気）� 31928（7番人気）� 145086（1番人気）
枠連票数 計 239180 的中 （6－6） 1346（31番人気）
馬連票数 計1019426 的中 �� 6158（41番人気）
馬単票数 計 428238 的中 �� 1304（80番人気）
ワイド票数 計 737866 的中 �� 6188（35番人気）�� 10246（23番人気）�� 12293（17番人気）
3連複票数 計1382367 的中 ��� 3712（90番人気）
3連単票数 計1616639 的中 ��� 539（659番人気）

ハロンタイム 11．7―10．4―11．4―12．2―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．1―33．5―45．7―58．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F37．1
3 16，11（8，9）（7，12）（5，15）（2，4，14）（1，6，3）10－13 4 ・（16，11）（8，7，9，12）（2，5，15）（4，14）（1，6）（10，3）－13

勝馬の
紹 介

シャインヴィットゥ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．7．2 福島10着

2014．3．15生 牡4芦 母 シャインセレブ 母母 マンハッタンセレブ 17戦4勝 賞金 47，050，000円
〔騎手変更〕 フェリーチェ号の騎手菊沢一樹は，負傷のため横山典弘に変更。
〔制裁〕 サウンドジャンゴ号の騎手瀧川寿希也は，4コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜こうとしたことについて過怠

金10，000円。（被害馬：9番）
〔その他〕 ムスコローソ号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ムスコローソ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成31年2月9日まで出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



3304512月9日 曇 良 （30中山5）第4日 第9競走 ��
��1，200�

く ろ ま つ

黒 松 賞
発走14時05分 （芝・右・外）
2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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

47 ホウオウカトリーヌ 牝2鹿 54 大野 拓弥小笹 芳央氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 474± 01：09．2 1．7�
612 マイネルアルケミー 牡2栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 浦河 村下 清志 462＋ 41：09．3� 6．6�
36 グ ラ ナ タ ス 牡2鹿 55 三浦 皇成 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 452＋ 61：09．72� 4．8�
714 ナタラディーヴァ 牝2黒鹿54 津村 明秀加藤 裕司氏 武藤 善則 新ひだか 千代田牧場 438－ 21：09．91� 18．7�
59 サンタンデール 牝2鹿 54 木幡 巧也小田 吉男氏 岩戸 孝樹 日高 長田ファーム 434－ 4 〃 アタマ 50．1	
48 イエローナイフ 牡2青 55 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 正徳 日高 シンボリ牧場 454＋ 41：10．43 424．6

816 ナーゲルリング 牝2黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 浦河 浦河小林牧場 446＋10 〃 クビ 48．0�
12 タイドオブハピネス 牡2黒鹿55 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 460＋101：10．5� 39．8�
23 	 セイウンコービー 牡2鹿 55 勝浦 正樹西山 茂行氏 森 秀行 米 Woodford

Thoroughbreds 518＋ 21：10．71 30．2
815	 ヨークテソーロ 牝2鹿 54 内田 博幸了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 愛 Rabbah Blood-
stock Limited 430＋ 41：10．91 20．2�

35 
 リンノティアラ 牝2栗 54 田中 勝春助川 啓一氏 中野 栄治 浦河 ガーベラパー
クスタツド 414－ 61：11．22 365．6�

713� オスピタリタ 牝2青鹿54 森 泰斗吉田 照哉氏 佐藤 裕太 千歳 社台ファーム 446＋ 21：11．62� 140．4�
（船橋） （船橋）

510 ジャンビーヤ 牡2青鹿55 嘉藤 貴行�ミルファーム 萱野 浩二 日高 若林 順一 456± 01：11．81� 632．0�
11 ハナブショウ 牝2鹿 54 石川裕紀人河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 442－ 41：12．54 67．5�
24 
 ラブミーリチャード 牝2黒鹿54 藤田菜七子小林 祥晃氏 和田 勇介 新ひだか 嶋田牧場 460＋ 41：13．45 41．1�

（15頭）
611� ヒダカジェンヌ 牝2栗 54 瀧川寿希也アークフロンティア� 田辺 陽一 日高 新生ファーム ― （出走取消）

（川崎） （川崎）

売 得 金
単勝： 47，966，300円 複勝： 106，716，500円 枠連： 23，454，600円
馬連： 99，849，900円 馬単： 53，175，000円 ワイド： 59，208，100円
3連複： 130，677，200円 3連単： 222，067，000円 計： 743，114，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 130円 � 140円 枠 連（4－6） 440円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 550円

ワ イ ド �� 200円 �� 180円 �� 380円

3 連 複 ��� 520円 3 連 単 ��� 1，570円

票 数

単勝票数 計 479663 的中 � 233168（1番人気）
複勝票数 計1067165 的中 � 704485（1番人気）� 92468（2番人気）� 79448（3番人気）
枠連票数 計 234546 的中 （4－6） 41002（2番人気）
馬連票数 計 998499 的中 �� 179455（2番人気）
馬単票数 計 531750 的中 �� 72378（2番人気）
ワイド票数 計 592081 的中 �� 80407（2番人気）�� 90165（1番人気）�� 32754（4番人気）
3連複票数 計1306772 的中 ��� 188398（1番人気）
3連単票数 計2220670 的中 ��� 102324（2番人気）

ハロンタイム 11．7―10．4―11．3―11．8―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．1―33．4―45．2―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホウオウカトリーヌ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 Henrythenavigator デビュー 2018．8．19 新潟4着

2016．2．2生 牝2鹿 母 テ ル ヌ ー ヴ 母母 Ms Louisett 5戦2勝 賞金 25，804，000円
〔出走取消〕 ヒダカジェンヌ号は，疾病〔疝痛〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハナブショウ号・ラブミーリチャード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年1月

9日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3304612月9日 曇 良 （30中山5）第4日 第10競走 ��
��1，800�

じょうそう

常総ステークス
発走14時40分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，29．12．9以降30．12．2まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

44 ウインファビラス 牝5芦 53 内田 博幸�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 478± 01：48．5 14．3�
33 パイオニアバイオ 牝3鹿 53 柴田 善臣バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム 436＋ 2 〃 クビ 2．5�
711 アッフィラート 牝5鹿 53 三浦 皇成 �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 446± 01：48．6� 4．8�
69 テ ィ ソ ー ナ �5黒鹿55 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 506＋ 81：48．7	 14．0�
56 ビ ッ シ ュ 牝5鹿 55 大野 拓弥窪田 芳郎氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 432－10 〃 ハナ 4．8	
710 メイショウキトラ 牡7栗 52 勝浦 正樹松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 磯野牧場 500＋ 21：48．91
 23．8

68 エ マ ノ ン 牝5黒鹿52 松山 弘平丸山 担氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 488－ 61：49．11
 13．8�
813 ギブアンドテイク �7栗 55 蛯名 正義嶋田 賢氏 鹿戸 雄一 浦河 昭和牧場 476＋ 21：49．2クビ 10．0�
57 コスモイグナーツ 牡3青鹿52 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 浦河 高村牧場 460－ 21：49．41	 50．2
45 ベアインマインド 牝5鹿 53 藤田菜七子宇田 豊氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 432＋ 6 〃 ハナ 22．6�
11 コパノマリーン 牝5鹿 52 木幡 巧也小林 祥晃氏 斎藤 誠 日高 ヤナガワ牧場 444－181：49．61 36．9�
812� セ セ リ 牡7栗 51 瀧川寿希也冨士井直哉氏 森 秀行 米 William Paca

Beatson Jr. 520＋121：50．34 179．5�
（川崎）

（12頭）
22 ダノンアイリス 牝5青鹿52 横山 典弘�ダノックス 尾関 知人 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 51，232，000円 複勝： 67，081，700円 枠連： 24，730，600円
馬連： 130，033，100円 馬単： 56，184，600円 ワイド： 76，663，800円
3連複： 166，281，700円 3連単： 237，868，900円 計： 810，076，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，430円 複 勝 � 280円 � 130円 � 150円 枠 連（3－4） 1，080円

馬 連 �� 1，880円 馬 単 �� 5，080円

ワ イ ド �� 600円 �� 930円 �� 280円

3 連 複 ��� 2，940円 3 連 単 ��� 23，500円

票 数

単勝票数 差引計 512320（返還計 875） 的中 � 28649（7番人気）
複勝票数 差引計 670817（返還計 887） 的中 � 43606（6番人気）� 176149（1番人気）� 119197（2番人気）
枠連票数 差引計 247306（返還計 536） 的中 （3－4） 17624（6番人気）
馬連票数 差引計1300331（返還計 4273） 的中 �� 53398（5番人気）
馬単票数 差引計 561846（返還計 1708） 的中 �� 8284（19番人気）
ワイド票数 差引計 766638（返還計 2536） 的中 �� 31003（6番人気）�� 19141（12番人気）�� 78357（1番人気）
3連複票数 差引計1662817（返還計 11376） 的中 ��� 42314（8番人気）
3連単票数 差引計2378689（返還計 15371） 的中 ��� 7337（66番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．1―37．5―49．7―1：00．7―1：12．8―1：25．0―1：36．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインファビラス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 アドマイヤコジーン デビュー 2015．6．28 東京3着

2013．5．3生 牝5芦 母 サマーエタニティ 母母 オールフォーゲラン 25戦2勝 賞金 84，244，000円
〔出走取消〕 ダノンアイリス号は，疾病〔左前挫跖〕のため出走取消。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



3304712月9日 曇 良 （30中山5）第4日 第11競走 ��
��1，200�第11回カペラステークス（ＧⅢ）

発走15時20分 （ダート・右）
3歳以上；負担重量は，3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，29．12．9以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）1着馬3�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬2�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�
増，29．12．8以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走また
はGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000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
1：08．7
1：08．7

重
重

12 � コパノキッキング 	3黒鹿55 柴田 大知小林 祥晃氏 村山 明 米 Reiley
McDonald 480＋ 41：10．2 3．6�

611 サイタスリーレッド 牡5鹿 56 津村 明秀西村 憲人氏 池添 兼雄 新ひだか カタオカフアーム 488＋ 21：10．3
 34．2�
11 � キタサンミカヅキ 牡8鹿 58 森 泰斗�大野商事 佐藤 賢二 日高 広中 稔 530＋ 21：10．4クビ 5．7�

（船橋） （船橋）

35 タ テ ヤ マ 牡4栗 56 大野 拓弥小島 將之氏 渡辺 薫彦 日高 山田 政宏 462－ 4 〃 クビ 17．3�
23 ヴェンジェンス 牡5栗 56 石川裕紀人宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 492＋ 61：10．5クビ 26．2�
713 オウケンビリーヴ 牝5芦 55 三浦 皇成福井 明氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 488＋ 41：10．6
 14．5	
47 ダノングッド 牡6栗 56 田中 勝春
ダノックス 村山 明 浦河 三嶋牧場 B510－ 21：10．7クビ 36．7�
48 ハ ッ ト ラ ブ 牝4鹿 54 横山 典弘服部 邦繁氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 482－ 41：10．91� 5．9�
24 キングズガード 牡7鹿 56 内田 博幸�日進牧場 寺島 良 浦河 日進牧場 472± 0 〃 ハナ 10．2
59 ネ ロ 牡7栗 56 瀧川寿希也西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 本桐牧場 478－ 21：11．0クビ 18．6�

（川崎）

815 ウインムート 牡5青鹿56 松山 弘平
ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 518＋12 〃 クビ 12．2�
36 � オールドベイリー 牡4黒鹿56 中井 裕二ゴドルフィン 中内田充正 米 Elm Tree

Farm, LLC 468± 01：11．1� 8．0�
612� ナンチンノン 牡7栗 56 国分 恭介加藤 誠氏 中竹 和也 米 Henrietta K.

Alexander 538± 0 〃 ハナ 41．9�
816 ヒカリブランデー 牡7鹿 56 江田 照男
ヒカリクラブ 池上 昌和 浦河 笠松牧場 486－ 21：11．63 254．1�
510 ノ ボ バ カ ラ 牡6栗 56 勝浦 正樹
LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 512＋181：11．7� 128．2�
714 ブラゾンドゥリス 牡6鹿 56 藤田菜七子 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾形 和幸 浦河 村下 清志 526＋ 41：12．01
 51．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 129，584，600円 複勝： 187，513，000円 枠連： 96，620，400円
馬連： 483，143，200円 馬単： 166，159，300円 ワイド： 259，939，500円
3連複： 811，448，400円 3連単： 962，421，500円 計： 3，096，829，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 730円 � 210円 枠 連（1－6） 2，390円

馬 連 �� 8，260円 馬 単 �� 12，060円

ワ イ ド �� 2，900円 �� 500円 �� 3，560円

3 連 複 ��� 18，840円 3 連 単 ��� 89，030円

票 数

単勝票数 計1295846 的中 � 284217（1番人気）
複勝票数 計1875130 的中 � 357666（1番人気）� 50185（12番人気）� 239333（2番人気）
枠連票数 計 966204 的中 （1－6） 31238（9番人気）
馬連票数 計4831432 的中 �� 45330（32番人気）
馬単票数 計1661593 的中 �� 10329（51番人気）
ワイド票数 計2599395 的中 �� 22049（41番人気）�� 146363（1番人気）�� 17855（47番人気）
3連複票数 計8114484 的中 ��� 32297（67番人気）
3連単票数 計9624215 的中 ��� 7837（294番人気）

ハロンタイム 11．8―10．3―11．3―11．8―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．1―33．4―45．2―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�コパノキッキング �
�
父 Spring At Last �

�
母父 Gold Halo デビュー 2018．2．4 京都1着

2015．3．7生 	3黒鹿 母 Celadon 母母 Chalna 8戦6勝 賞金 110，798，000円
〔発走状況〕 ノボバカラ号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔調教再審査〕 ノボバカラ号は，発走調教再審査。
※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 コウエイエンブレム号・ニットウスバル号・プロトコル号・ワンダーリーデル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3304812月9日 曇 良 （30中山5）第4日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走16時00分 （芝・右・外）
1000万円以下；負担重量は，3歳56�4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
1：06．7
1：06．5

良
良

612 タケショウベスト 牝4鹿 55 蛯名 正義�ナイト商事 田中 清隆 浦河 富菜牧場 476± 01：08．5 7．4�
12 ショウナンマッシブ 牡4鹿 57 内田 博幸国本 哲秀氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 480＋101：08．71� 24．7�
11 ラッシュアウト 	4黒鹿 57

54 ▲木幡 育也岡田 牧雄氏 栗田 徹 新冠 ラツキー牧場 444＋ 4 〃 クビ 27．9�
36 イ キ オ イ 牡6鹿 57 丹内 祐次西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 464＋12 〃 ハナ 40．9�
24 
 スタークニナガ 牡3青鹿 56

55 ☆山本咲希到須田 靖之氏 田中 正二 新ひだか 谷岡スタット 432－ 61：08．8クビ 315．8�
（北海道） （北海道）

47 モルフェオルフェ 牝3鹿 54
51 ▲野中悠太郎並河賢一郎氏 大江原 哲 浦河 宮内牧場 438＋ 81：08．9� 12．2	

611 メイラヴェル 牝3鹿 54 津村 明秀千明牧場 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 444＋ 6 〃 ハナ 4．5

23 ネオフレグランス 牝4青鹿55 杉原 誠人 �キャロットファーム 中舘 英二 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434＋ 8 〃 クビ 18．3�
59 グランドロワ 牡4栗 57 松山 弘平田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B492＋ 41：09．0クビ 2．9�
713 トーセンアンバー 牝3鹿 54 三浦 皇成島川 哉氏 菊沢 隆徳 日高 有限会社 エ

スティファーム 468＋ 21：09．1� 4．8�
815 ス フ ェ ー ン 牡5鹿 57

56 ☆木幡 巧也キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 笹地牧場 464－ 21：09．2� 157．3�
714 ア リ ン ナ 牝4鹿 55

54 ☆藤田菜七子 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 上原 博之 新ひだか 岡田スタツド B434± 0 〃 クビ 87．8�

816 クリノスイートピー 牝6黒鹿55 嶋田 純次栗本 守氏 星野 忍 新冠 中地 義次 456＋10 〃 ハナ 143．2�
510 リバティーホール 牝9鹿 55 宮崎 北斗吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 464＋ 2 〃 ハナ 557．6�
48 トロピカルガーデン 牝6鹿 55 森 泰斗田頭 勇貴氏 武藤 善則 新ひだか 金 宏二 488＋ 81：09．3� 149．8�

（船橋）

35 クインズサリナ 牝4黒鹿55 大野 拓弥亀田 和弘氏 西村 真幸 新ひだか 佐竹 学 454＋141：11．1大差 12．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 64，193，800円 複勝： 87，399，000円 枠連： 42，496，900円
馬連： 160，911，500円 馬単： 65，035，300円 ワイド： 93，277，700円
3連複： 214，879，900円 3連単： 295，203，900円 計： 1，023，398，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 240円 � 550円 � 700円 枠 連（1－6） 1，730円

馬 連 �� 7，320円 馬 単 �� 13，500円

ワ イ ド �� 2，110円 �� 2，770円 �� 3，170円

3 連 複 ��� 39，180円 3 連 単 ��� 181，370円

票 数

単勝票数 計 641938 的中 � 68990（4番人気）
複勝票数 計 873990 的中 � 114912（4番人気）� 38446（8番人気）� 29552（9番人気）
枠連票数 計 424969 的中 （1－6） 18976（7番人気）
馬連票数 計1609115 的中 �� 17016（25番人気）
馬単票数 計 650353 的中 �� 3613（47番人気）
ワイド票数 計 932777 的中 �� 11448（24番人気）�� 8658（30番人気）�� 7547（34番人気）
3連複票数 計2148799 的中 ��� 4113（107番人気）
3連単票数 計2952039 的中 ��� 1180（509番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．0―11．5―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．5―45．0―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F35．0
3 1（7，9）16（2，14）4（3，12）6（13，15）8，11，10＝5 4 ・（1，7）9（2，16）（4，14）（3，12）（6，13，15）－11，8，10＝5

勝馬の
紹 介

タケショウベスト �
�
父 キングズベスト �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．7．9 福島1着

2014．5．10生 牝4鹿 母 タケショウレジーナ 母母 タケショウティアラ 20戦4勝 賞金 73，724，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔騎手変更〕 トーセンアンバー号の騎手菊沢一樹は，負傷のため三浦皇成に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

３レース目



（30中山5）第4日 12月9日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 185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

240，770，000円
2，590，000円
25，010，000円
1，720，000円
28，420，000円
77，394，000円
5，082，000円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
559，451，800円
897，087，400円
328，761，200円
1，405，427，200円
589，367，100円
860，839，400円
2，047，009，600円
2，598，235，900円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 9，286，179，600円

総入場人員 28，002名 （有料入場人員 24，567名）
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