
3304912月15日 晴 稍重 （30中山5）第5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）

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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

11 イベリスリーフ 牝2栗 54 B．アヴドゥラ �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 440＋ 41：11．7 8．0�
（豪）

510 アロハブリーズ 牝2栗 54 三浦 皇成�木村牧場 鹿戸 雄一 日高 木村牧場 460± 01：11．8� 6．2�
816 タマモキャペリン 牝2鹿 54 勝浦 正樹タマモ� 水野 貴広 新冠 小泉牧場 452＋ 41：12．65 104．7�
47 クリスタルアワード 牝2青鹿54 戸崎 圭太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド 452－ 2 〃 クビ 2．0�
12 ベ ル ポ ー ト 牝2青鹿 54

51 ▲野中悠太郎大社 聡氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 446＋ 41：12．7� 26．3	
815 キョウエイメサイア 牝2鹿 54 宮崎 北斗田中 晴夫氏 伊藤 伸一 日高 春木ファーム 454＋ 61：13．02 51．0

35 カネショウベリー 牝2芦 54 武士沢友治清水 正裕氏 萱野 浩二 日高 サンシャイン

牧場 424＋ 61：13．1クビ 26．1�
713 ペイシャコリンナ 牝2黒鹿54 田中 勝春北所 直人氏 土田 稔 新冠 隆栄牧場 480－ 21：13．52� 5．9�
23 プランタンヴェール 牝2鹿 54 大野 拓弥 �グリーンファーム林 徹 千歳 社台ファーム 510＋ 21：13．82 9．7
24 ニ コ シ ー ナ 牝2鹿 54

51 ▲木幡 育也椎名 節氏 伊藤 圭三 新冠 ヤマタケ牧場 430－ 81：14．01� 65．6�
48 セクシイフラワー 牝2黒鹿54 北村 宏司平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 448－ 81：14．21 199．1�
611 トーアマーブル 牝2鹿 54 黛 弘人高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 438＋121：14．41� 111．8�
714 マダムハート 牝2鹿 54

53 ☆武藤 雅栗山 良子氏 武市 康男 日高 新井 昭二 412± 01：15．14 342．4�
59 ヤエノヒカリ 牝2鹿 54 西田雄一郎柳田 英子氏 清水 英克 新ひだか 折手牧場 444＋ 61：15．2� 173．2�
36 シ ン モ エ 牝2黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也�藤原牧場 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 B446＋ 61：15．62� 407．8�
（15頭）

612 ミコノホマレ 牝2鹿 54 田辺 裕信古賀 慎一氏 尾形 和幸 むかわ 上水牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 33，885，200円 複勝： 62，427，700円 枠連： 12，876，700円
馬連： 57，529，400円 馬単： 33，332，600円 ワイド： 47，098，000円
3連複： 90，880，900円 3連単： 117，465，100円 計： 455，495，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 270円 � 270円 � 1，930円 枠 連（1－5） 1，580円

馬 連 �� 1，780円 馬 単 �� 3，540円

ワ イ ド �� 690円 �� 6，120円 �� 2，150円

3 連 複 ��� 31，050円 3 連 単 ��� 135，820円

票 数

単勝票数 計 338852 的中 � 35478（4番人気）
複勝票数 計 624277 的中 � 64918（4番人気）� 66489（3番人気）� 6973（10番人気）
枠連票数 計 128767 的中 （1－5） 6291（6番人気）
馬連票数 計 575294 的中 �� 25004（6番人気）
馬単票数 計 333326 的中 �� 7056（14番人気）
ワイド票数 計 470980 的中 �� 18544（6番人気）�� 1902（41番人気）�� 5528（21番人気）
3連複票数 計 908809 的中 ��� 2195（69番人気）
3連単票数 計1174651 的中 ��� 627（302番人気）

ハロンタイム 11．8―10．2―11．1―12．1―13．1―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．0―33．1―45．2―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イベリスリーフ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2018．7．14 福島4着

2016．3．21生 牝2栗 母 クローバーリーフ 母母 レースウィング 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔出走取消〕 ミコノホマレ号は，疾病〔左前挫跖〕のため出走取消。
※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 ケンブリッジウィズ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3305012月15日 晴 稍重 （30中山5）第5日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時20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

815 キ ュ ア ン 牡2鹿 55 田辺 裕信松谷 翔太氏 林 徹 千歳 社台ファーム 514＋ 41：57．9 4．2�
510 アシャカトブ 牡2栗 55

54 ☆武藤 雅吉冨 学氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田牧場 496＋ 41：58．11� 3．4�
36 マノアフォールズ 牡2鹿 55 C．デムーロ �KTレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：58．2� 2．4�

（仏）

23 コスモアニモーソ 牡2鹿 55 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 454＋ 21：58．94 11．5�
713 ベルウッドカザン 牡2黒鹿55 黛 弘人鈴木 照雄氏 和田 雄二 浦河 市川フアーム 498＋101：59．0� 124．4	
24 ロ ネ ガ ン 牡2黒鹿55 丹内 祐次田島榮二郎氏 和田 雄二 日高 坂 牧場 516－ 21：59．74 104．8

714 ボーンインメイ 牝2青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 428－ 42：00．02 69．0�
59 タイムアクシス 牝2鹿 54 宮崎 北斗長塩 豊氏 青木 孝文 新冠 対馬 正 460＋ 82：00．1� 79．9�
11 ロマンチョウサン 牝2栗 54 松岡 正海�チョウサン 松永 康利 平取 坂東牧場 440＋ 62：00．2クビ 87．3
47 フライトストリーム 牡2黒鹿55 B．アヴドゥラ �シルクレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 472＋ 62：00．41 12．9�

（豪）

611 アスカエンペラー 牡2鹿 55
52 ▲野中悠太郎上野 武氏 本間 忍 新ひだか 木村 秀則 474± 02：00．5� 171．9�

816 パーティーアニマル 牡2鹿 55
54 ☆木幡 巧也田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 浦河 近藤牧場 442＋ 22：01．03 224．0�

35 トモジャナイト 牡2栗 55 石川裕紀人吉冨 学氏 加藤 和宏 新ひだか 畠山牧場 B508＋ 82：01．74 121．8�
48 クリキンツバ 牝2栗 54 武士沢友治田頭 勇貴氏 星野 忍 日高 原田牧場 466± 02：02．33� 472．8�
12 サンマッキニー 牡2青鹿55 嶋田 純次加藤 信之氏 高橋 文雅 清水 リトルブルーファーム 458＋ 62：02．51 244．5�
612 ラスティングライ 牡2栗 55

52 ▲木幡 育也松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 新ひだか へいはた牧場 478－102：03．88 303．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，318，100円 複勝： 34，730，000円 枠連： 10，888，200円
馬連： 48，083，800円 馬単： 25，480，100円 ワイド： 31，713，800円
3連複： 65，079，200円 3連単： 84，649，000円 計： 328，942，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 130円 � 120円 � 110円 枠 連（5－8） 660円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 270円 �� 210円 �� 190円

3 連 複 ��� 440円 3 連 単 ��� 3，060円

票 数

単勝票数 計 283181 的中 � 56286（3番人気）
複勝票数 計 347300 的中 � 60892（3番人気）� 71354（2番人気）� 88087（1番人気）
枠連票数 計 108882 的中 （5－8） 12744（3番人気）
馬連票数 計 480838 的中 �� 69040（3番人気）
馬単票数 計 254801 的中 �� 14825（6番人気）
ワイド票数 計 317138 的中 �� 27436（3番人気）�� 39521（2番人気）�� 44687（1番人気）
3連複票数 計 650792 的中 ��� 110338（1番人気）
3連単票数 計 846490 的中 ��� 20002（6番人気）

ハロンタイム 13．0―12．9―14．0―13．5―12．7―12．5―13．0―13．0―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．9―39．9―53．4―1：06．1―1：18．6―1：31．6―1：44．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キ ュ ア ン �
�
父 ワークフォース �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．8．18 新潟10着

2016．3．13生 牡2鹿 母 オメガセニョリーナ 母母 シ ョ ー コ 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラスティングライ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年1月15日まで平地競

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

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

第５回 中山競馬 第５日



3305112月15日 晴 稍重 （30中山5）第5日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10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

510 オルダージュ 牡2黒鹿55 戸崎 圭太 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 青木 孝文 浦河 大道牧場 472＋ 81：12．2 2．3�

815 アイアムハヤスギル 牡2黒鹿55 黛 弘人堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 474－ 21：12．41� 6．5�
23 マイネルナイペス 牡2鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム B446＋ 61：12．5� 5．3�
12 ボルンタード 牡2鹿 55 内田 博幸西森 鶴氏 高橋 義博 新冠 オリエント牧場 464＋ 81：13．24 27．2�
11 テクノドリーム 牡2鹿 55

52 ▲野中悠太郎西村 健氏 田中 博康 浦河 笹地牧場 458＋ 4 〃 クビ 16．8�
612 ラブインブルーム 牝2青鹿54 武士沢友治	大樹ファーム 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 418－ 2 〃 ハナ 87．9

48 セクシオンドール 牝2黒鹿54 大野 拓弥梶本 尚嗣氏 和田 勇介 浦河 宮内牧場 478－ 21：13．41� 6．6�
816 ゴールデンチョイス 牡2青鹿 55

54 ☆武藤 雅田島榮二郎氏 武藤 善則 新ひだか 元茂牧場 466＋121：14．14 21．2�
47 カフェドラペ 牝2青鹿54 田中 勝春吉田 千津氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 450－ 21：14．2� 28．7
36 アスペリタス 牡2鹿 55 杉原 誠人	ミルファーム 和田 勇介 新冠 アラキフアーム 424＋ 81：14．51� 83．5�
59 クリュサネル 牡2芦 55 北村 友一熊谷 貴之氏 田島 俊明 新冠 パカパカ

ファーム 516± 01：14．71� 29．4�
713 スターオブワンダー 牡2栗 55

52 ▲木幡 育也伊東 純一氏 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 408＋ 41：14．8� 446．2�
35 モンサンスペラーレ 牡2鹿 55

54 ☆木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 新冠 川島牧場 462＋181：14．9クビ 52．1�
714 ホ ロ ポ ノ 牡2栗 55 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 448± 0 〃 ハナ 595．6�
611 ニシノポンパドール 牝2芦 54 嶋田 純次西山 茂行氏 本間 忍 浦河 木戸口牧場 452± 01：15．85 232．6�
24 ハッピービギニング 牝2青鹿 54

53 ☆木幡 初也鹽田 久義氏 南田美知雄 新ひだか 森 俊雄 472－ 61：16．33 376．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，555，200円 複勝： 43，591，000円 枠連： 14，653，800円
馬連： 53，139，800円 馬単： 29，020，100円 ワイド： 39，846，400円
3連複： 77，133，500円 3連単： 90，304，400円 計： 378，244，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 150円 � 130円 枠 連（5－8） 530円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 300円 �� 230円 �� 410円

3 連 複 ��� 910円 3 連 単 ��� 3，690円

票 数

単勝票数 計 305552 的中 � 110662（1番人気）
複勝票数 計 435910 的中 � 112683（1番人気）� 61003（3番人気）� 82458（2番人気）
枠連票数 計 146538 的中 （5－8） 21232（1番人気）
馬連票数 計 531398 的中 �� 59999（2番人気）
馬単票数 計 290201 的中 �� 18942（2番人気）
ワイド票数 計 398464 的中 �� 33575（2番人気）�� 47271（1番人気）�� 22306（4番人気）
3連複票数 計 771335 的中 ��� 63435（1番人気）
3連単票数 計 903044 的中 ��� 17712（2番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．3―12．3―12．7―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．1―46．4―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オルダージュ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．10．6 東京7着

2016．4．3生 牡2黒鹿 母 カリオンレディ 母母 ヒシレイホウ 4戦1勝 賞金 7，750，000円
〔制裁〕 テクノドリーム号の騎手野中悠太郎は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：11番・5番・7番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハッピービギニング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年1月15日まで平

地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 トーセンアトランタ号

3305212月15日 晴 良 （30中山5）第5日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走11時20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
1：07．8
1：07．8

良
良

611 ナムラカメタロー 牡2黒鹿55 B．アヴドゥラ 奈村 睦弘氏 谷原 義明 新ひだか 八田ファーム 498＋321：09．6 7．4�
（豪）

11 ウインアイルビータ 牝2栗 54 松岡 正海�ウイン 田中 剛 新冠 コスモヴューファーム 472＋181：09．7� 67．3�
24 � マ ノ ラ ム 牝2黒鹿 54

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

404＋ 21：09．91 15．3�
35 シャンデフレーズ 牝2鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 402± 0 〃 アタマ 1．5�
12 � チ ル ノ 牝2芦 54 伊藤 工真�レッドマジック金成 貴史 英 Ecurie La

Vallee Martigny 426＋ 2 〃 クビ 4．6	
714 モメチョッタ 牝2黒鹿54 西田雄一郎�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 438＋ 81：10．11 17．6

59 デュオビギン 牝2栗 54

53 ☆木幡 巧也小國 和紀氏 牧 光二 新冠 上井農場 B416－ 6 〃 クビ 67．3�
713 スタンニングモガ 牝2青 54 石川裕紀人小村アセットM� 大和田 成 安平 追分ファーム 432＋161：10．41	 27．5�
612 リネンビスケット 牝2黒鹿54 丹内 祐次戸山 光男氏 加藤 和宏 浦河 中神牧場 440± 0 〃 ハナ 292．1
816 アトミックスワップ 牝2鹿 54 武士沢友治田頭 勇貴氏 古賀 史生 日高 門別牧場 452± 01：10．5	 528．1�
815 フルクトゥス 牡2栗 55 杉原 誠人�ミルファーム 的場 均 新冠 長浜 秀昭 450＋ 6 〃 アタマ 170．7�
23 オーロセレステ 牝2鹿 54

53 ☆木幡 初也柴原 榮氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 416＋141：11．03 94．1�
47 スキルドロイヤー 牝2鹿 54

53 ☆武藤 雅小菅 誠氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 428＋ 81：11．1� 365．3�
36 ホワイトショーコ 牝2芦 54 北村 宏司臼井義太郎氏 本間 忍 日高 シンボリ牧場 448± 0 〃 クビ 240．2�
510 ツェービガニリニ 
2鹿 55 嘉藤 貴行�ミルファーム 岩戸 孝樹 浦河 ミルファーム 492－ 81：11．2	 571．8�
48 リトルグッド 牝2栗 54

51 ▲木幡 育也小林 善一氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 378＋101：11．3クビ 91．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，628，700円 複勝： 107，054，100円 枠連： 13，317，600円
馬連： 48，227，000円 馬単： 35，141，300円 ワイド： 39，472，900円
3連複： 66，812，500円 3連単： 115，695，100円 計： 458，349，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 640円 � 3，860円 � 790円 枠 連（1－6） 2，040円

馬 連 �� 21，460円 馬 単 �� 43，560円

ワ イ ド �� 4，590円 �� 1，570円 �� 8，510円

3 連 複 ��� 76，030円 3 連 単 ��� 520，980円

票 数

単勝票数 計 326287 的中 � 37224（3番人気）
複勝票数 計1070541 的中 � 46598（3番人気）� 6903（9番人気）� 36362（5番人気）
枠連票数 計 133176 的中 （1－6） 5045（6番人気）
馬連票数 計 482270 的中 �� 1741（30番人気）
馬単票数 計 351413 的中 �� 605（55番人気）
ワイド票数 計 394729 的中 �� 2199（28番人気）�� 6630（14番人気）�� 1178（43番人気）
3連複票数 計 668125 的中 ��� 659（105番人気）
3連単票数 計1156951 的中 ��� 161（555番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―11．1―11．7―11．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．2―33．3―45．0―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラカメタロー �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2018．7．7 福島2着

2016．5．9生 牡2黒鹿 母 ナムラチアーズ 母母 ニフティニース 2戦1勝 賞金 7，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 スプリングハズカム号・ニシノマリアージュ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3305312月15日 晴 良 （30中山5）第5日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時10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

713 アイスブラスト 牡2鹿 55 福永 祐一 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 新ひだか 沖田 哲夫 494 ―1：51．6 10．3�
510 サトノフォース 牡2黒鹿55 C．ルメール �サトミホースカンパニー 藤沢 和雄 新ひだか 桜井牧場 450 ― 〃 クビ 3．1�
24 グロオルロージュ 牡2黒鹿55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450 ―1：51．7� 43．0�
35 サンアップルトン 牡2黒鹿55 黛 弘人 �加藤ステーブル 中野 栄治 日高 株式会社

ケイズ 468 ―1：51．8� 337．9�
48 ミ ラ イ オ ー 牡2鹿 55 O．マーフィー 林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 530 ― 〃 クビ 17．2	

（英）

714 クリムゾンスター 牝2黒鹿54 B．アヴドゥラ N．ウェレット氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 430 ―1：52．01� 25．0

（豪）

59 バスクベレー 牡2鹿 55 C．デムーロ 吉田 勝己氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 444 ― 〃 ハナ 2．3�
（仏）

11 カイザーミノル 牡2鹿 55 池添 謙一吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 458 ―1：52．21� 16．5�
36 ミユキダイアモンド 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎長井 純一氏 小西 一男 新ひだか 木村 秀則 452 ―1：52．73 61．6
23 モードフランス 牝2黒鹿 54

53 ☆武藤 雅吉田 千津氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 446 ―1：53．01� 260．9�
612 キタサンハイドン 牡2黒鹿55 北村 宏司�大野商事 清水 久詞 千歳 社台ファーム 516 ―1：53．63� 39．2�
816 マハロモアナ 牝2鹿 54

51 ▲木幡 育也古賀 和夫氏 和田正一郎 新冠 対馬 正 446 ―1：53．92 190．9�
12 サンメドフォード 牝2鹿 54 武士沢友治 �加藤ステーブル 粕谷 昌央 日高 出口牧場 470 ―1：54．32� 496．5�
815 ローズテソーロ 牝2青鹿54 内田 博幸了德寺健二ホール

ディングス� 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 452 ―1：55．68 145．2�
611 トーセンパヒューム 牝2鹿 54

53 ☆木幡 巧也島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ
スティファーム 464 ―1：56．87 385．0�

47 ラヴィアンレーヴ 牡2鹿 55 W．ビュイック �キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 450 ―1：57．11� 9．0�
（英）

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，845，200円 複勝： 54，253，200円 枠連： 21，525，800円
馬連： 60，737，700円 馬単： 36，629，800円 ワイド： 45，793，700円
3連複： 81，019，000円 3連単： 104，454，700円 計： 452，259，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 260円 � 160円 � 780円 枠 連（5－7） 490円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 4，000円

ワ イ ド �� 640円 �� 3，740円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 14，370円 3 連 単 ��� 83，400円

票 数

単勝票数 計 478452 的中 � 39376（4番人気）
複勝票数 計 542532 的中 � 51326（4番人気）� 119370（2番人気）� 13511（9番人気）
枠連票数 計 215258 的中 （5－7） 33607（3番人気）
馬連票数 計 607377 的中 �� 25712（6番人気）
馬単票数 計 366298 的中 �� 6856（14番人気）
ワイド票数 計 457937 的中 �� 19558（5番人気）�� 3020（31番人気）�� 7006（16番人気）
3連複票数 計 810190 的中 ��� 4226（41番人気）
3連単票数 計1044547 的中 ��� 908（224番人気）

ハロンタイム 13．2―13．5―13．7―12．5―11．9―11．4―11．5―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―26．7―40．4―52．9―1：04．8―1：16．2―1：27．7―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アイスブラスト �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2016．3．2生 牡2鹿 母 キングダンサー 母母 メインタイトル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 アイスブラスト号の騎手福永祐一は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番）

ミユキダイアモンド号の騎手野中悠太郎は，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：1番）
〔その他〕 ラヴィアンレーヴ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーセンパヒューム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年1月15日まで平地

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

3305412月15日 晴 良 （30中山5）第5日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時40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

23 � ハクモクレン 牝2黒鹿54 三浦 皇成吉田 和子氏 萩原 清 米 Loren
Nichols 508 ―1：57．6 1．8�

47 ベンガラグンジョウ 牡2鹿 55 田辺 裕信諸江 幸祐氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 532 ―1：57．91� 41．1�
11 ゴールドソックス 牡2栗 55

54 ☆木幡 巧也澤田 孝之氏 牧 光二 新ひだか 三石橋本牧場 502 ―1：58．54 8．2�
611 リワードトリトン 牡2黒鹿55 村田 一誠宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード 496 ―1：58．6	 179．2�
24 ノ ブ ベ ッ ク 牡2青鹿55 田中 勝春前田 亘輝氏 畠山 吉宏 浦河 高村牧場 498 ―1：58．91� 76．9�
612 タイムリメンバード 牝2栗 54 嘉藤 貴行阿部 善武氏 大和田 成 新冠 堤 牧場 452 ―1：59．11
 87．4�
714 ア ラ ゴ ネ ス �2黒鹿 55

52 ▲野中悠太郎吉田 勝己氏 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 556 ―1：59．2	 36．8	
12 ベルジュネス 牡2鹿 55 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新冠 坂元 芳春 468 ―1：59．73 31．5

713 エ ス デ ス 牝2鹿 54 横山 典弘田原 邦男氏 田中 博康 千歳 社台ファーム 438 ― 〃 クビ 15．0�
59 キャストロット 牡2鹿 55 大野 拓弥多田 賢司氏 中川 公成 浦河 高昭牧場 502 ―2：00．23 13．9�
815 シ ン テ ィ ラ 牡2鹿 55

54 ☆武藤 雅ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社
ノースヒルズ 494 ―2：00．41 44．5�

816 ミエノカムカム 牡2鹿 55 北村 宏司里見美惠子氏 高柳 瑞樹 新ひだか 千代田牧場 458 ―2：01．25 65．5�
48 ムキムキムッキー 牡2芦 55 C．デムーロイージス 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 516 ―2：01．3	 5．7�

（仏）

510 カズノマックイーン 牡2鹿 55 柴田 大知鈴木 可一氏 小笠 倫弘 新冠 新冠橋本牧場 504 ―2：01．51	 224．6�
36 フクノレジーナ 牝2黒鹿 54

51 ▲木幡 育也福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新ひだか 山際牧場 506 ―2：01．6クビ 280．6�
35 サ ル パ 牡2栗 55 W．ビュイック 吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 526 ―2：30．1大差 23．3�

（英）

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，009，300円 複勝： 42，165，700円 枠連： 15，233，200円
馬連： 52，894，300円 馬単： 28，722，400円 ワイド： 41，434，700円
3連複： 69，253，300円 3連単： 87，290，800円 計： 374，003，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 560円 � 210円 枠 連（2－4） 500円

馬 連 �� 3，270円 馬 単 �� 4，240円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 290円 �� 2，970円

3 連 複 ��� 5，730円 3 連 単 ��� 24，190円

票 数

単勝票数 計 370093 的中 � 170785（1番人気）
複勝票数 計 421657 的中 � 135566（1番人気）� 12444（10番人気）� 45210（3番人気）
枠連票数 計 152332 的中 （2－4） 23395（2番人気）
馬連票数 計 528943 的中 �� 12508（8番人気）
馬単票数 計 287224 的中 �� 5076（11番人気）
ワイド票数 計 414347 的中 �� 7253（15番人気）�� 42913（1番人気）�� 3213（31番人気）
3連複票数 計 692533 的中 ��� 9055（13番人気）
3連単票数 計 872908 的中 ��� 2616（63番人気）

ハロンタイム 13．3―12．4―13．3―13．5―12．8―12．6―12．9―13．2―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．7―39．0―52．5―1：05．3―1：17．9―1：30．8―1：44．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ハクモクレン �
�
父 Shanghai Bobby �

�
母父 Spanish Steps 初出走

2016．3．30生 牝2黒鹿 母 Conway Two Step 母母 Nancy’s Glitter 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 シンティラ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サルパ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年1月15日まで平地競走に出

走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アルマスティング号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3305512月15日 晴 良 （30中山5）第5日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走13時10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

510 ヒシイグアス 牡2青鹿55 C．ルメール 阿部 雅英氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 490－ 62：01．5 1．5�
35 ホウオウビクトリー 牡2鹿 55 B．アヴドゥラ 小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 466－ 22：02．03 18．4�

（豪）

714 マイネルステレール 牡2鹿 55
52 ▲野中悠太郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 466＋ 4 〃 ハナ 114．1�
612 チェサピークベイ 牡2芦 55 W．ビュイック 吉田 勝己氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 478＋ 22：02．42� 5．4�

（英）

11 ミコクイーン 牝2栗 54 O．マーフィー 古賀 慎一氏 武井 亮 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478± 0 〃 ハナ 19．9�

（英）

36 ディヴァイン 牡2栗 55 田辺 裕信小泉 修氏 小西 一男 新冠 秋田牧場 512＋ 62：02．61� 7．4	
817 マイネルモーディグ 牡2栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新ひだか 松本牧場 462－ 42：02．91	 87．0

818 コ ル ク 牡2栗 55 三浦 皇成是枝 浩平氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 498－ 22：03．11� 14．2�
816 トゥーフラッシー 牝2鹿 54 内田 博幸西森 鶴氏 高市 圭二 新ひだか グローリーファーム 460＋ 4 〃 アタマ 82．5�
24 トラインコンパス 牡2黒鹿 55

54 ☆木幡 巧也�G1レーシング 小笠 倫弘 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 434－ 62：03．84 243．4

12 コ ヒ バ リ 牡2栗 55 武士沢友治油木 大樹氏 勢司 和浩 新ひだか 西川富岡牧場 476－ 42：04．86 427．4�
611 オウケンインザサン 牡2青 55 北村 宏司福井 明氏 国枝 栄 浦河 辻 牧場 474＋ 82：04．9クビ 190．8�
59 アルピナホワイト 牝2鹿 54 北村 友一 Him Rock Racing

ホールディングス� 武市 康男 日高 タバタファーム 470－ 22：05．64 101．3�
715 マイネルカピターノ 牡2鹿 55 石川裕紀人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 492± 02：05．7クビ 651．6�
23 ショウナンサジン 牡2黒鹿55 戸崎 圭太国本 哲秀氏 田中 剛 洞
湖 レイクヴィラファーム 480＋ 6 〃 クビ 52．9�
47 サツキキャンディ 牝2鹿 54 黛 弘人小野 博郷氏 蛯名 利弘 平取 川向高橋育

成牧場 436－ 82：07．7大差 598．2�
713 マイネルオルガノ 牡2鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 徹 新ひだか 松本牧場 484± 02：09．7大差 477．2�
48 シングングレース 牝2鹿 54 村田 一誠伊坂 重憲氏 大江原 哲 新冠 ヒカル牧場 424－ 82：11．310 861．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 47，231，500円 複勝： 121，191，400円 枠連： 21，976，400円
馬連： 73，863，500円 馬単： 47，239，500円 ワイド： 55，791，200円
3連複： 101，629，500円 3連単： 161，964，000円 計： 630，887，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 230円 � 920円 枠 連（3－5） 340円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，950円 �� 4，950円

3 連 複 ��� 15，960円 3 連 単 ��� 33，260円

票 数

単勝票数 計 472315 的中 � 243795（1番人気）
複勝票数 計1211914 的中 � 796597（1番人気）� 59741（4番人気）� 10934（9番人気）
枠連票数 計 219764 的中 （3－5） 48994（1番人気）
馬連票数 計 738635 的中 �� 57882（3番人気）
馬単票数 計 472395 的中 �� 28748（4番人気）
ワイド票数 計 557912 的中 �� 43648（3番人気）�� 6934（18番人気）�� 2674（33番人気）
3連複票数 計1016295 的中 ��� 4773（39番人気）
3連単票数 計1619640 的中 ��� 3530（87番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．1―36．6―49．2―1：01．3―1：12．9―1：24．6―1：36．8―1：48．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F36．9
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ヒシイグアス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Bernstein デビュー 2018．11．25 東京2着

2016．1．22生 牡2青鹿 母 ラ リ ズ 母母 La Marlene 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走状況〕 マイネルオルガノ号は，枠内駐立不良〔立上る〕・発進不良〔出遅れ〕。危険防止のため外枠から発走。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 マイネルオルガノ号は，平成30年12月16日から平成31年1月6日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サツキキャンディ号・マイネルオルガノ号・シングングレース号は，「タイムオーバーによる出走制

限」のため，平成31年1月15日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ティヤム号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3305612月15日 晴 良 （30中山5）第5日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時40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

815 ショーンガウアー 牡3栗 56 W．ビュイック �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B508＋141：56．1 1．8�
（英）

36 アルーフクライ 牡4鹿 57 C．デムーロ �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 486＋201：56．31� 14．7�
（仏）

612 ダウンザライン 牡4芦 57 横山 典弘�Basic 小野 次郎 新冠 ラツキー牧場 476＋101：56．4� 9．3�
12 トーセンゼロス 牡3黒鹿56 B．アヴドゥラ 島川 �哉氏 池上 昌和 新ひだか 下屋敷牧場 476＋141：56．5クビ 15．1	

（豪）

23 � ヒロノワカムシャ �4黒鹿57 川島 信二小野 博郷氏 柴田 政人 日高 ファーミングヤナキタ 478＋ 6 〃 クビ 215．3

611� クリップスプリンガ 牡4鹿 57 嘉藤 貴行山下 良子氏 岩戸 孝樹 新冠 ヤマタケ牧場 448＋ 21：56．81	 20．5�
816 グラスブルース 牡4鹿 57

56 ☆木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B518＋ 81：56．9	 15．7�
47 カ ガ ス タ ー 牡3鹿 56 戸崎 圭太香川 憲次氏 高市 圭二 日高 広富牧場 452± 01：57．0	 11．2
35 ナスノカンザン 牡4鹿 57 内田 博幸�須野牧場 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 512＋ 21：57．95 4．1�
11 デルマアブサン 牡3鹿 56 村田 一誠浅沼 廣幸氏 藤原 辰雄 千歳 社台ファーム 468＋ 8 〃 クビ 322．7�
713 フジノナデシコ 牝5鹿 55 伊藤 工真藤澤眞佐子氏 林 徹 浦河 高昭牧場 492＋ 21：58．21	 266．6�
59 � スマイルプリティ 牝4鹿 55

52 ▲木幡 育也臼倉 勲氏 本間 忍 日高 浜本牧場 466± 0 〃 アタマ 250．6�
24 ラインアストリア 牝3鹿 54

53 ☆武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム B480± 01：58．41
 332．3�
510� スマートサクソン 牝4芦 55 四位 洋文大川 徹氏 古賀 史生 新冠

スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 504＋ 8 〃 ハナ 145．8�

48 スターオンザヒル 牡3黒鹿56 武士沢友治飯田総一郎氏 南田美知雄 日高 千葉飯田牧場 494＋101：58．5	 184．0�
714� ソールライト 牡3芦 56 松岡 正海畑佐 博氏 蛯名 利弘 新ひだか 沖田 博志 490＋ 41：58．6クビ 181．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，135，500円 複勝： 46，897，600円 枠連： 21，675，800円
馬連： 72，366，500円 馬単： 36，714，000円 ワイド： 51，101，200円
3連複： 92，977，700円 3連単： 126，763，700円 計： 487，632，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 130円 � 310円 � 240円 枠 連（3－8） 280円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 690円 �� 450円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 3，360円 3 連 単 ��� 12，900円

票 数

単勝票数 計 391355 的中 � 165908（1番人気）
複勝票数 計 468976 的中 � 125549（1番人気）� 31083（7番人気）� 43974（4番人気）
枠連票数 計 216758 的中 （3－8） 59237（1番人気）
馬連票数 計 723665 的中 �� 34195（5番人気）
馬単票数 計 367140 的中 �� 13752（6番人気）
ワイド票数 計 511012 的中 �� 18850（9番人気）�� 30978（3番人気）�� 8068（18番人気）
3連複票数 計 929777 的中 ��� 20719（9番人気）
3連単票数 計1267637 的中 ��� 7121（39番人気）

ハロンタイム 13．5―12．3―13．1―13．5―12．4―11．9―12．2―12．9―14．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．5―25．8―38．9―52．4―1：04．8―1：16．7―1：28．9―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ショーンガウアー �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．12．10 中山5着

2015．2．7生 牡3栗 母 マルティンスターク 母母 ラ テ ル ネ 7戦2勝 賞金 18，300，000円
〔制裁〕 ヒロノワカムシャ号の騎手川島信二は，最後の直線コースでの御法（不適切な鞭の使用により外側に逃避された）について

過怠金10，000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。
（非抽選馬） 1頭 ディライトラッシュ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3305712月15日 晴 良 （30中山5）第5日 第9競走 ��
��1，600�ひ い ら ぎ 賞

発走14時15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
1：33．4
1：32．3

良
良

815 ダノンキングリー 牡2黒鹿55 戸崎 圭太�ダノックス 萩原 清 浦河 三嶋牧場 450± 01：33．7 4．6�
712 ミ ト ロ ジ ー 牡2栗 55 B．アヴドゥラ �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 472＋101：34．33� 7．3�

（豪）

58 ドラウプニル 牡2鹿 55 C．デムーロ 吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 474＋101：34．4クビ 3．1�
（仏）

34 ヘイワノツカイ 牡2栗 55 石川裕紀人星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 462± 0 〃 クビ 14．3�
46 � ユニバーサルレディ 牝2鹿 54 北村 宏司沖田 正憲氏 萱野 浩二 日高 沖田牧場 454－ 4 〃 ハナ 367．5	
35 マードレヴォイス 牡2栗 55 福永 祐一ディアレストクラブ� 田村 康仁 千歳 社台ファーム 460± 01：34．82� 19．4

611 シャドウセッション 牡2鹿 55 内田 博幸飯塚 知一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 510＋ 8 〃 ハナ 21．4�
23 カ ル リ ー ノ 牡2鹿 55 三浦 皇成 �Gリビエール・

レーシング 高橋 裕 浦河 松栄牧場 496± 01：35．01 5．9�
47 スペキュラース 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 456＋ 6 〃 ハナ 84．3
22 チェリーレッド 牝2青鹿54 勝浦 正樹佐藤 良二氏 小野 次郎 新ひだか 前谷 武志 454＋ 6 〃 クビ 148．5�
814 テイエムバリバリ 牡2黒鹿55 北村 友一竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 村上 雅規 448＋ 41：35．1クビ 154．5�
610 ハ ツ セ 牝2鹿 54 柴田 善臣林 弘之氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 484＋ 81：35．73� 201．1�
713 サンディレクション 牡2鹿 55 武藤 雅 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 454＋141：36．23 54．8�
59 ライデンシャフト 牝2黒鹿54 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌和 新ひだか 矢野牧場 478＋10 〃 アタマ 7．2�
11 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± 01：38．8大差 905．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 64，225，800円 複勝： 83，492，300円 枠連： 28，323，900円
馬連： 126，531，500円 馬単： 52，333，400円 ワイド： 78，708，000円
3連複： 156，020，000円 3連単： 192，394，500円 計： 782，029，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 170円 � 140円 枠 連（7－8） 1，790円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 2，820円

ワ イ ド �� 560円 �� 350円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，960円 3 連 単 ��� 11，400円

票 数

単勝票数 計 642258 的中 � 115524（2番人気）
複勝票数 計 834923 的中 � 122164（3番人気）� 114298（4番人気）� 178818（1番人気）
枠連票数 計 283239 的中 （7－8） 12203（12番人気）
馬連票数 計1265315 的中 �� 61928（6番人気）
馬単票数 計 523334 的中 �� 13898（8番人気）
ワイド票数 計 787080 的中 �� 34103（5番人気）�� 59379（2番人気）�� 52220（3番人気）
3連複票数 計1560200 的中 ��� 59636（3番人気）
3連単票数 計1923945 的中 ��� 12231（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―34．7―46．0―57．6―1：09．6―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―3F36．1

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

勝馬の
紹 介

ダノンキングリー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2018．10．8 東京1着

2016．3．25生 牡2黒鹿 母 マイグッドネス 母母 Caressing 2戦2勝 賞金 17，350，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジャンビーヤ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年1月15日まで平地競走

に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3305812月15日 晴 良 （30中山5）第5日 第10競走 ��
��1，200�

ま い は ま

舞 浜 特 別
発走14時50分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

815 サニーダンサー 牡3栗 56 O．マーフィー 陳 立文氏 加藤 征弘 浦河 バンブー牧場 478＋ 41：11．0 16．4�
（英）

36 � フランシスコダイゴ 牡3鹿 56 北村 友一 Him Rock Racing
ホールディングス� 武市 康男 日高 タバタファーム 480＋ 61：11．21	 14．2�

23 ミ ス パ イ ロ 牝4黒鹿55 横山 典弘村田 哲朗氏 小野 次郎 日高 戸川牧場 488＋16 〃 アタマ 17．1�
611 リ ガ ス 牡4芦 57 池添 謙一 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 日高 新井 昭二 518± 0 〃 ハナ 18．4�
48 アナザーバージョン 
7鹿 57 B．アヴドゥラ �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム B478± 01：11．41 32．6	

（豪）

59 シアーライン 牡5鹿 57 C．デムーロ 吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 532＋ 6 〃 アタマ 3．1

（仏）

12 ララパルーザ 牡5鹿 57 内田 博幸 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 浦河 大柳ファーム 528± 0 〃 クビ 78．1�

11 シルヴァーコード 牝6芦 55 大野 拓弥田上 雅春氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 8 〃 ハナ 94．3�
510 シンボリバーグ 牝4芦 55 C．ルメールシンボリ牧場 藤沢 和雄 日高 シンボリ牧場 498＋141：11．5クビ 3．6
612 デピュティプライム 
5栗 57 戸崎 圭太丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 486± 01：11．71 16．4�
24 コウユーホクト 牡3鹿 56 勝浦 正樹加治屋貞光氏 竹内 正洋 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 514＋ 41：11．91� 84．9�
35 � ステラルーチェ 牡6栗 57 武士沢友治池田 草龍氏 蛯名 利弘 新ひだか 三石ファーム B492＋161：12．0クビ 29．5�
47 サンデュランゴ 牝4栗 55 松岡 正海 �加藤ステーブル 蛯名 利弘 新ひだか 三石川上牧場 474＋ 4 〃 ハナ 181．0�
816 ロ ス カ ボ ス 
5黒鹿57 田辺 裕信吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム B508－ 21：12．32 33．8�
713 スリーミニオン 牡3栗 56 三浦 皇成永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 B476＋121：12．4� 4．7�
714 ヤマニンシャンデル 牝6栗 55 西田雄一郎土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 B478＋101：13．03� 160．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，266，700円 複勝： 77，366，900円 枠連： 36，173，900円
馬連： 136，397，700円 馬単： 57，526，700円 ワイド： 85，675，300円
3連複： 189，184，500円 3連単： 229，853，500円 計： 863，445，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，640円 複 勝 � 520円 � 600円 � 500円 枠 連（3－8） 5，610円

馬 連 �� 16，600円 馬 単 �� 29，770円

ワ イ ド �� 5，080円 �� 3，510円 �� 3，560円

3 連 複 ��� 74，280円 3 連 単 ��� 432，840円

票 数

単勝票数 計 512667 的中 � 24945（6番人気）
複勝票数 計 773669 的中 � 39247（6番人気）� 33546（8番人気）� 41383（5番人気）
枠連票数 計 361739 的中 （3－8） 4994（17番人気）
馬連票数 計1363977 的中 �� 6366（42番人気）
馬単票数 計 575267 的中 �� 1449（78番人気）
ワイド票数 計 856753 的中 �� 4336（50番人気）�� 6320（36番人気）�� 6217（37番人気）
3連複票数 計1891845 的中 ��� 1910（163番人気）
3連単票数 計2298535 的中 ��� 385（933番人気）

ハロンタイム 11．8―10．2―11．0―12．2―12．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．0―33．0―45．2―57．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F38．0
3 15，11（1，14）（10，16）（6，9）（7，8）－13，4，5（3，12）－2 4 ・（15，11）（1，14）（10，9，16）（6，8）7，4（3，13）（12，5）2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サニーダンサー �
�
父 バンブーエール �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2017．7．15 函館5着

2015．4．22生 牡3栗 母 バンビーナココ 母母 スプリングバンブー 6戦3勝 賞金 28，292，000円
〔制裁〕 ミスパイロ号の騎手横山典弘は，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・13番・5番）

シルヴァーコード号の騎手大野拓弥は，後検量について注意義務を怠り過怠金30，000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。
（非当選馬） 2頭 ディーズフェイク号・ニシノオリーブ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3305912月15日 晴 良 （30中山5）第5日 第11競走 ��
��1，600�第4回ターコイズステークス（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・右・外）
牝，3歳以上，29．12．16以降30．12．9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 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 588，000円 168，000円 84，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

23 ミスパンテール 牝4鹿 56 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 日高 三城牧場 512－ 21：32．7 9．9�
47 リバティハイツ 牝3鹿 54 北村 友一 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 450＋ 81：32．8� 33．5�
36 デンコウアンジュ 牝5黒鹿55 柴田 善臣田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 462＋ 6 〃 クビ 58．3�
713 フロンテアクイーン 牝5鹿 55 O．マーフィー 三協ファーム� 国枝 栄 浦河 林 孝輝 474－ 21：32．9クビ 8．3�

（英）

611 ディメンシオン 牝4鹿 53 福永 祐一広尾レース� 藤原 英昭 新ひだか 木村 秀則 450－ 8 〃 クビ 8．0	
59 レッドオルガ 牝4鹿 54 C．デムーロ �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 450＋ 21：33．0� 13．7


（仏）

12 リ ナ ー テ 牝4黒鹿53 三浦 皇成 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 480＋ 8 〃 アタマ 23．3�
510 プリモシーン 牝3青鹿55 W．ビュイック �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 500＋ 6 〃 ハナ 3．1�

（英）

612 ミエノサクシード 牝5栗 55 川島 信二里見美惠子氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 458－ 61：33．1クビ 39．5
24 ハーレムライン 牝3鹿 52 大野 拓弥吉田 千津氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 474＋ 2 〃 アタマ 20．9�
35 フローレスマジック 牝4鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 480＋10 〃 アタマ 3．9�
714 カイザーバル 牝5黒鹿53 四位 洋文 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 486－ 41：33．2� 34．2�
48 キョウワゼノビア 牝5黒鹿52 田中 勝春�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 486＋ 81：33．3� 200．7�
815 カワキタエンカ 牝4鹿 55 池添 謙一川島 吉男氏 浜田多実雄 新ひだか 木田牧場 466－ 41：33．4クビ 19．3�
11 アンコールプリュ 牝3黒鹿52 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 424－101：34．46 183．7�
816	 リエノテソーロ 牝4栗 55 田辺 裕信了德寺健二ホール

ディングス� 武井 亮 米 Oak Bluff
Stables, LLC 460＋ 61：34．5� 147．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 170，744，400円 複勝： 275，282，800円 枠連： 91，271，800円
馬連： 539，251，600円 馬単： 188，748，200円 ワイド： 341，784，800円
3連複： 950，633，600円 3連単： 1，130，001，300円 計： 3，687，718，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 400円 � 700円 � 1，180円 枠 連（2－4） 6，790円

馬 連 �� 15，220円 馬 単 �� 29，440円

ワ イ ド �� 3，870円 �� 4，970円 �� 11，970円

3 連 複 ��� 131，780円 3 連 単 ��� 690，180円

票 数

単勝票数 計1707444 的中 � 136937（5番人気）
複勝票数 計2752828 的中 � 196553（6番人気）� 102856（10番人気）� 57609（13番人気）
枠連票数 計 912718 的中 （2－4） 10413（26番人気）
馬連票数 計5392516 的中 �� 27445（47番人気）
馬単票数 計1887482 的中 �� 4807（89番人気）
ワイド票数 計3417848 的中 �� 22932（45番人気）�� 17767（55番人気）�� 7318（81番人気）
3連複票数 計9506336 的中 ��� 5410（269番人気）
3連単票数 計11300013 的中 ��� 1187（1392番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．1―11．3―11．5―11．8―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．1―34．2―45．5―57．0―1：08．8―1：20．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F35．7

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

勝馬の
紹 介

ミスパンテール �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．7．30 札幌1着

2014．2．21生 牝4鹿 母 エールドクラージュ 母母 ジョウノマチエール 13戦6勝 賞金 215，570，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3306012月15日 晴 良 （30中山5）第5日 第12競走 ��2，200�サラブレッド系3歳以上
発走16時00分 （芝・右・外）

500万円以下；負担重量は，3歳55�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
2：10．1
2：09．9

良
良

23 サトノオンリーワン 牡3芦 55 C．ルメール 里見 治紀氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480＋162：14．3 3．9�

510 タンタフエルサ 牡3鹿 55 O．マーフィー �G1レーシング 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B448＋ 6 〃 アタマ 6．4�

（英）

817 ムーンライトナイト 牝3鹿 53 松岡 正海 �シルクレーシング 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440± 0 〃 クビ 63．5�

35 ア ル カ サ ル �5青鹿57 田辺 裕信 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 522± 0 〃 ハナ 3．6�
713 ジョブックコメン 牝3黒鹿 53

50 ▲野中悠太郎�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 422－ 22：14．5� 5．6	
59 カーロバンビーナ 牝3鹿 53

52 ☆武藤 雅 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 410＋12 〃 クビ 15．0

12 コスモレリア 牡3栗 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 奥村 武 新冠 ビッグレッドファーム 474＋ 62：14．81� 38．0�
816 コンダクトレス 牝3黒鹿53 杉原 誠人 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 464＋ 82：14．9� 60．0�
47 ハ イ チ ー ズ 牡3鹿 55 田中 勝春 �ローレルレーシング 小島 茂之 新冠 村上 欽哉 494± 02：15．11	 310．7
714 バリンジャー �4栗 57 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 日高 日高大洋牧場 444＋10 〃 ハナ 20．8�
11 ロゼフェニックス 牡3黒鹿 55

52 ▲木幡 育也髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 436－ 22：15．2� 106．0�
611
 ラッキーアドバンス 牡4芦 57 武士沢友治柳内 正基氏 勢司 和浩 新ひだか グランド牧場 498＋122：15．41	 68．4�
715 ハートオブスワロー 牝4黒鹿55 勝浦 正樹�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 440＋ 4 〃 ハナ 220．9�
818 リンディーホップ 牝3青鹿53 戸崎 圭太 �社台レースホース金成 貴史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454± 02：15．72 6．4�
24 マイネルズイーガー 牡4栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 534＋362：16．44 69．2�
612 カラリエーヴァ 牝3鹿 53 三浦 皇成天堀 忠博氏 中川 公成 新冠 芳住 鉄兵 478－ 82：16．61 228．2�
48 イスズブライト 牡5鹿 57 石川裕紀人�イスズ牧場 相沢 郁 浦河 イスズ牧場 B510＋122：19．2大差 134．1�
36 ギャラントグリフ �5黒鹿57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 栗田 博憲 日高 鹿戸 正幸 532＋222：23．1大差 299．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 74，160，600円 複勝： 93，881，600円 枠連： 39，089，500円
馬連： 136，157，600円 馬単： 54，104，800円 ワイド： 94，738，800円
3連複： 189，286，000円 3連単： 223，515，800円 計： 904，934，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 200円 � 250円 � 1，050円 枠 連（2－5） 1，150円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 3，050円

ワ イ ド �� 770円 �� 4，400円 �� 5，020円

3 連 複 ��� 30，550円 3 連 単 ��� 92，910円

票 数

単勝票数 計 741606 的中 � 149828（2番人気）
複勝票数 計 938816 的中 � 141152（3番人気）� 104473（4番人気）� 18438（9番人気）
枠連票数 計 390895 的中 （2－5） 26167（6番人気）
馬連票数 計1361576 的中 �� 61929（7番人気）
馬単票数 計 541048 的中 �� 13274（9番人気）
ワイド票数 計 947388 的中 �� 33391（8番人気）�� 5396（41番人気）�� 4719（47番人気）
3連複票数 計1892860 的中 ��� 4646（88番人気）
3連単票数 計2235158 的中 ��� 1744（268番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．5―35．8―48．4―1：00．7―1：13．0―1：25．4―1：37．6―1：49．7―2：01．9

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

サトノオンリーワン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Exchange Rate デビュー 2017．6．4 東京2着

2015．1．11生 牡3芦 母 クリームオンリー 母母 Raspberry Eggcream 10戦2勝 賞金 21，850，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 ジョブックコメン号の騎手野中悠太郎は，負担重量について注意義務を怠り戒告。

タンタフエルサ号の騎手O．マーフィーは，2コーナー手前で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：3番・9
番・17番）

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ギャラントグリフ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年1月15日まで平地競
走に出走できない。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 トウショウビクター号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（30中山5）第5日 12月15日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 194頭 本 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

218，650，000円
22，740，000円
1，900，000円
25，960，000円
80，120，500円
5，316，000円
1，862，400円

勝馬投票券売得金
657，006，200円
1，042，334，300円
327，006，600円
1，405，180，400円
624，992，900円
953，158，800円
2，129，909，700円
2，664，351，900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 9，803，940，800円

総入場人員 22，839名 （有料入場人員 20，165名）
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