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00025 1月12日 曇 良 （31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 シゲルスピネル 牝3栗 54 江田 照男森中 蕃氏 和田 勇介 新ひだか グローリーファーム 446＋ 21：13．6 3．3�
36 タマモキャペリン 牝3鹿 54

53 ☆武藤 雅タマモ� 水野 貴広 新冠 小泉牧場 456＋ 4 〃 ハナ 16．6�
59 クリスタルアワード 牝3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± 01：13．7� 3．4�
815 チェンマイルージュ 牝3鹿 54 三浦 皇成ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 456＋ 41：14．01� 5．7�
713 ノーブルフューチャ 牝3栗 54 勝浦 正樹吉木 伸彦氏 高柳 瑞樹 浦河 小葉松 幸雄 452＋ 2 〃 クビ 12．7�
612 オトリコミチュウ 牝3青鹿54 菱田 裕二内田 玄祥氏 奥平 雅士 新ひだか 飛野牧場 444＋ 61：14．2� 24．8	
611 ツウカイステラ 牝3鹿 54 柴田 善臣木村 直樹氏 小笠 倫弘 新ひだか 萩澤 泰博 458－ 41：14．51� 36．7

816 シ ャ ン テ 牝3青 54

53 ☆藤田菜七子平本 敏夫氏 大江原 哲 浦河 山口 義彦 436± 0 〃 アタマ 21．7�
510 イチゴチャン 牝3栗 54 横山 典弘大冨 智弘氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 418－ 6 〃 クビ 97．4�
12 ゴーインピース 牝3栗 54 石橋 脩下河行雄氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 436－ 4 〃 ハナ 37．2�
48 ローブドール 牝3栗 54 柴山 雄一 �ローレルレーシング 和田 雄二 新冠 高瀬牧場 432± 01：14．81� 95．9�
24 ア ラ ニ 牝3栗 54 北村 宏司平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 荒木 貴宏 466＋18 〃 クビ 110．4�
23 ヤマニングレナデン 牝3栗 54 柴田 大知土井 肇氏 蛯名 利弘 浦河 廣田 光夫 454± 01：14．9クビ 293．5�
47 ミコノホマレ 牝3鹿 54 田辺 裕信古賀 慎一氏 尾形 和幸 むかわ 上水牧場 526＋161：15．11� 35．5�
714 クリスタルニキータ 牝3黒鹿54 内田 博幸 Him Rock Racing

ホールディングス� 上原 博之 日高 タバタファーム 458＋101：15．63 113．3�
35 ビューティーコパ 牝3鹿 54 F．ミナリク小林 祥晃氏 加藤 征弘 日高 ヤナガワ牧場 478＋101：15．7クビ 7．4�

（独）

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，279，000円 複勝： 53，501，700円 枠連： 16，506，300円
馬連： 71，458，400円 馬単： 32，146，300円 ワイド： 55，854，000円
3連複： 108，825，000円 3連単： 117，234，700円 計： 484，805，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 300円 � 130円 枠 連（1－3） 730円

馬 連 �� 2，160円 馬 単 �� 3，430円

ワ イ ド �� 610円 �� 250円 �� 750円

3 連 複 ��� 1，850円 3 連 単 ��� 11，040円

票 数

単勝票数 計 292790 的中 � 70963（1番人気）
複勝票数 計 535017 的中 � 117192（2番人気）� 30440（6番人気）� 131968（1番人気）
枠連票数 計 165063 的中 （1－3） 17453（2番人気）
馬連票数 計 714584 的中 �� 25536（8番人気）
馬単票数 計 321463 的中 �� 7028（13番人気）
ワイド票数 計 558540 的中 �� 21786（6番人気）�� 67348（1番人気）�� 17334（9番人気）
3連複票数 計1088250 的中 ��� 43953（4番人気）
3連単票数 計1172347 的中 ��� 7692（21番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．5―12．7―12．9―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．4―47．1―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルスピネル �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Birdstone デビュー 2018．10．13 東京6着

2016．3．30生 牝3栗 母 シゲルアンドロメダ 母母 Our Family Jewel 3戦1勝 賞金 6，300，000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 マーヴェラスクイン号
※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。

00026 1月12日 曇 良 （31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

47 マジェスティゲート 牡3鹿 56 大野 拓弥 Viridian Keiba Club 高柳 瑞樹 平取 清水牧場 478＋ 61：57．5 1．8�
35 ポルタメント 牡3栗 56 田辺 裕信前田 幸治氏 中舘 英二 新ひだか 沼田 照秋 454± 01：57．82 4．6�
816 ア ラ ゴ ネ ス �3黒鹿 56

53 ▲野中悠太郎吉田 勝己氏 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 554－ 21：58．43� 32．1�
713 レイヴンキング 牡3青鹿 56

54 △横山 武史 �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 524－ 21：58．5� 145．9�

48 シュブリーム 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行栗坂 崇氏 大和田 成 浦河 中神牧場 460＋ 41：58．6� 79．9�
815 ミユキダイアモンド 牝3鹿 54 勝浦 正樹長井 純一氏 小西 一男 新ひだか 木村 秀則 446－ 6 〃 クビ 61．0	
24 ニシノアメイズ 牝3鹿 54 北村 宏司西山 茂行氏 松山 将樹 日高 長谷川 一男 486＋ 61：58．7クビ 49．3

36 パワーリンク 牡3黒鹿56 内田 博幸飯田 正剛氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 506± 0 〃 クビ 100．3�
12 ローリエテソーロ 牡3栗 56 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 浦河 辻 牧場 520－ 2 〃 ハナ 12．2�
611 ミラクルスクワート 牡3栗 56

53 ▲木幡 育也小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 北海道静内農業高等学校 472＋ 21：58．9� 461．5
23 サ リ ー 牝3鹿 54 横山 和生石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 482－ 41：59．11� 409．6�
510 ショウナンタイヨウ 牡3青鹿56 O．マーフィー 国本 哲秀氏 矢野 英一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B500－ 82：00．27 3．7�
（英）

714 フルールデシャン 牝3鹿 54 蛯名 正義飯田 正剛氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 436＋ 8 〃 アタマ 440．3�
612 シ ン ソ ク 牡3黒鹿56 嶋田 純次山口 春夫氏 和田正一郎 新冠 柏木 一則 470＋142：00．41 308．0�
59 ホ ロ ポ ノ 牡3栗 56 黛 弘人平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 456＋ 82：00．93 363．6�
11 フォアシザフューチ 牡3芦 56 宮崎 北斗西森 鶴氏 中川 公成 浦河 山春牧場 454± 02：01．32� 44．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，000，200円 複勝： 73，391，100円 枠連： 15，406，500円
馬連： 63，596，000円 馬単： 36，335，900円 ワイド： 44，688，100円
3連複： 94，110，100円 3連単： 142，147，200円 計： 505，675，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 140円 � 440円 枠 連（3－4） 400円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 210円 �� 760円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 3，290円 3 連 単 ��� 8，090円

票 数

単勝票数 計 360002 的中 � 159779（1番人気）
複勝票数 計 733911 的中 � 416553（1番人気）� 88283（3番人気）� 15689（5番人気）
枠連票数 計 154065 的中 （3－4） 29767（2番人気）
馬連票数 計 635960 的中 �� 116134（2番人気）
馬単票数 計 363359 的中 �� 48533（2番人気）
ワイド票数 計 446881 的中 �� 66057（2番人気）�� 13473（7番人気）�� 6680（14番人気）
3連複票数 計 941101 的中 ��� 21415（9番人気）
3連単票数 計1421472 的中 ��� 12737（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．0―38．0―51．6―1：04．5―1：17．7―1：31．2―1：44．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．0―3F39．8
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

マジェスティゲート �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．11．24 東京5着

2016．4．4生 牡3鹿 母 エバーグレーズ 母母 アリゲーターアリー 3戦1勝 賞金 7，000，000円
※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 イワネコゴシキ号・パーフェクトワン号・ララファル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第１回 中山競馬 第３日



00027 1月12日 曇 良 （31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 ワディアルヒタン 牝3青鹿54 石川裕紀人平井 裕氏 田村 康仁 日高 白井牧場 440± 01：12．6 7．1�
12 ファムファタル 牝3鹿 54 O．マーフィー �Shadow 栗田 徹 浦河 絵笛牧場 482＋ 81：12．7� 2．2�

（英）

611� カーンテソーロ 牡3栗 56 田辺 裕信了德寺健二ホール
ディングス� 竹内 正洋 仏

Dunmore Stud（Ire-
land）Ltd, Earl
Haras De L’Hotellerie

490＋ 41：12．8	 13．8�
59 ベルテックスロード 牡3黒鹿56 大野 拓弥山口 敦広氏 的場 均 浦河 多田 善弘 468＋ 61：13．01
 4．3�
24 アカンダナパワー 牝3鹿 54 北村 宏司聖心台牧場� 萱野 浩二 新ひだか 聖心台牧場 438± 01：13．74 14．5	
35 リワードノルン 牝3黒鹿54 村田 一誠宮﨑 冴子氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード 466－ 4 〃 ハナ 49．9

815 ブラックテキーラ 牡3栗 56 武士沢友治黒澤 尚氏 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 504＋ 41：13．91 24．0�
816 ベルウッドヒビキ 牡3鹿 56 黛 弘人鈴木 照雄氏 和田 雄二 新ひだか 山口 忠彦 484＋181：14．0	 22．6�
713 ハーモニーブレイブ 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也日下部勝德氏 牧 光二 新冠 村上 欽哉 434＋ 21：14．21
 75．8
47 � ワールドイズマイン 牝3鹿 54 丸山 元気�レッドマジック金成 貴史 米 R. M. J. Sta-

bles, LLC 454＋141：14．41
 9．7�
714 リバティヘッド 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 栗田 博憲 日高 神島 芳仁 456－ 21：14．5クビ 46．5�

510 ファンタジオ 牡3栗 56
54 △横山 武史岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 有限会社石川牧場 468± 0 〃 ハナ 58．7�

23 クロフネレジェンド 牡3芦 56 F．ミナリク村島 昭男氏 高橋 文雅 新ひだか チャンピオンズファーム 450－ 6 〃 クビ 174．0�
（独）

612 ニシノビアンカ 牝3芦 54
53 ☆藤田菜七子西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか ヒサイファーム 460＋ 61：14．92� 61．2�

36 ウ ズ シ オ 牡3栗 56 杉原 誠人�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 526＋201：16．07 495．7�
11 サプライズフェスタ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 浦河 谷口牧場 470－ 21：16．1� 551．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，090，200円 複勝： 55，531，500円 枠連： 18，088，600円
馬連： 72，708，100円 馬単： 34，518，400円 ワイド： 54，860，500円
3連複： 103，145，900円 3連単： 125，449，000円 計： 504，392，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 170円 � 130円 � 390円 枠 連（1－4） 490円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，520円 �� 840円

3 連 複 ��� 4，380円 3 連 単 ��� 24，060円

票 数

単勝票数 計 400902 的中 � 45012（3番人気）
複勝票数 計 555315 的中 � 79958（3番人気）� 156703（1番人気）� 24518（8番人気）
枠連票数 計 180886 的中 （1－4） 28121（1番人気）
馬連票数 計 727081 的中 �� 67266（2番人気）
馬単票数 計 345184 的中 �� 13096（4番人気）
ワイド票数 計 548605 的中 �� 41819（2番人気）�� 8578（17番人気）�� 16124（7番人気）
3連複票数 計1031459 的中 ��� 17634（13番人気）
3連単票数 計1254490 的中 ��� 3779（67番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．5―12．2―12．2―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―34．9―47．1―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワディアルヒタン �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．9．29 中山10着

2016．4．1生 牝3青鹿 母 ワ デ ィ ラ ム 母母 ワ デ ィ ア 3戦1勝 賞金 5，500，000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。
（非抽選馬） 1頭 カネショウベリー号
※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。

00028 1月12日 曇 良 （31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

24 ナガレボシトリキシ 牡3栗 56 原田 和真芳賀 克也氏 中野 栄治 日高 天羽牧場 498 ―1：58．4 77．6�
815 キ ャ メ ロ ン 牡3鹿 56 C．ルメール 川勝 裕之氏 今野 貞一 新ひだか 今 牧場 496 ― 〃 ハナ 3．3�
713 フクサンダーク 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎小沼 博氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 488 ―1：58．5� 46．4�
611 ゴ ー 牡3鹿 56 柴田 大知グリーンスウォード伊藤 伸一 新ひだか 中橋 正 506 ―1：58．81� 16．0�
510 ミッキープログラム 牡3鹿 56 O．マーフィー 野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 540 ―1：59．01� 7．9�

（英）

47 ル ノ ワ ー ル 牡3栗 56 柴山 雄一 �カナヤマホール
ディングス 浜田多実雄 新ひだか 岡田牧場 504 ―1：59．31� 9．7	

12 オウケンランボー 牡3黒鹿56 丸田 恭介福井 明氏 和田 勇介 浦河 辻 牧場 506 ― 〃 クビ 135．7

36 ドラジェブルー 牡3青鹿56 田辺 裕信吉田 千津氏 小西 一男 千歳 社台ファーム 474 ― 〃 ハナ 51．3�
48 ホウオウトゥルース 牡3栗 56 大野 拓弥小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 480 ― 〃 ハナ 2．5�
11 グロリアスホープ 牡3鹿 56 丸山 元気ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 504 ―1：59．51� 115．5�
59 リンガスビャクヤ 牡3芦 56 内田 博幸伊藤 巖氏 中舘 英二 新ひだか 三木田牧場 508 ―1：59．6クビ 20．0�
714 ロードソレイユ 牡3鹿 56 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 新開 幸一 様似 様似堀牧場 516 ―1：59．92 15．5�
23 タッカーブルー 牡3青鹿 56

54 △横山 武史小松崎 孝氏 鈴木 伸尋 厚真 大川牧場 506 ―2：01．49 34．2�
612 コヨキチボンバー 牡3鹿 56 酒井 学折井 祐介氏 杉浦 宏昭 新冠 ハシモトフアーム 546 ―2：01．5� 102．0�
816 キタノリュウジン 牡3黒鹿56 北村 宏司北所 直人氏 松永 康利 浦河 富菜牧場 464 ―2：02．56 24．3�
35 メ ソ ッ ド 牡3黒鹿56 大庭 和弥石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新ひだか 藤原牧場 446 ―2：05．0大差 110．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，495，900円 複勝： 41，781，100円 枠連： 18，844，700円
馬連： 59，878，600円 馬単： 29，087，200円 ワイド： 41，728，700円
3連複： 76，370，800円 3連単： 92，685，600円 計： 396，872，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，760円 複 勝 � 2，490円 � 190円 � 750円 枠 連（2－8） 3，470円

馬 連 �� 27，070円 馬 単 �� 94，840円

ワ イ ド �� 7，010円 �� 30，720円 �� 2，240円

3 連 複 ��� 230，960円 3 連 単 ��� 2，099，900円

票 数

単勝票数 計 364959 的中 � 3760（12番人気）
複勝票数 計 417811 的中 � 3579（13番人気）� 76743（2番人気）� 12858（10番人気）
枠連票数 計 188447 的中 （2－8） 4208（12番人気）
馬連票数 計 598786 的中 �� 1714（52番人気）
馬単票数 計 290872 的中 �� 230（129番人気）
ワイド票数 計 417287 的中 �� 1529（55番人気）�� 346（102番人気）�� 4903（24番人気）
3連複票数 計 763708 的中 ��� 248（269番人気）
3連単票数 計 926856 的中 ��� 32（1920番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．2―39．0―53．2―1：06．9―1：19．5―1：32．4―1：45．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F38．9
1
3
4，11，14（13，15）16－（6，7）（10，12）9，1－8，3，5，2・（4，11）14，15（13，7）16，6，9（10，12，1）－8，2－3－5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナガレボシトリキシ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Spinning World 初出走

2016．3．19生 牡3栗 母 ロ ー ズ ボ ー 母母 Minister’s Song 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メソッド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年2月12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11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）11頭 アイヅリュウコ号・オオゾラ号・オキミヤゲ号・シービークラーケン号・ソルダートダズル号・

デルマノートルダム号・ノワールムーティエ号・ホワイトストーム号・ヤークトボマー号・ユイノオールマイト号・
ラインハーベスト号

※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。



00029 1月12日 曇 良 （31中山1）第3日 第5競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳

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

中央レコード
2：10．1
2：09．9

良
良

12 サンアップルトン 牡3黒鹿56 黛 弘人 �加藤ステーブル 中野 栄治 日高 株式会社
ケイズ 464－ 42：16．2 25．9�

59 キタノインパクト 牡3鹿 56 M．デムーロ DMMドリームクラブ� 藤沢 和雄 安平 追分ファーム 500＋102：16．41� 2．9�
47 フローズンナイト 牝3黒鹿54 田辺 裕信ライオンレースホース� 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 494－ 2 〃 クビ 21．0�
816 マイネルペンドラム 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 458± 02：16．5クビ 33．5�
611 ミコクイーン 牝3栗 54 F．ブロンデル古賀 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 480＋ 22：16．6� 40．7�
（仏）

36 フェリスナタール 牡3栗 56 丸山 元気 	社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 516＋ 8 〃 クビ 26．0

713 プチティアレ 牝3黒鹿54 柴山 雄一落合 幸弘氏 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 456＋ 42：16．7クビ 15．6�
23 フロントランナー 牡3栗 56

53 ▲木幡 育也山口 裕介氏 田村 康仁 新冠 秋田牧場 434＋ 2 〃 ハナ 59．3�
612 ラッキーアモン 牡3黒鹿56 北村 宏司平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 496＋ 8 〃 ハナ 57．0
815 ヤギリオーディン 牡3黒鹿 56

55 ☆武藤 雅内田ヤエ子氏 小西 一男 新冠 有限会社 大
作ステーブル 502＋ 2 〃 アタマ 138．9�

714 ミ ラ イ オ ー 牡3鹿 56 F．ミナリク林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 524－ 62：16．8クビ 15．4�
（独）

24 ハードエイム 牡3栗 56
55 ☆藤田菜七子新井 衛氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 448＋10 〃 クビ 103．5�

510 フォーティラブ 牡3鹿 56 大野 拓弥 H.F Association 杉浦 宏昭 浦河 大島牧場 474＋ 42：16．9	 30．8�
35 ポイントオブオナー 牡3栗 56 C．ルメール 吉田 勝己氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 456＋ 42：17．21� 1．9�
11 シ バ ハ マ 牡3鹿 56 蛯名 正義 	スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 514＋162：17．51� 116．6�
48 ストレートパンチ 牡3鹿 56 菱田 裕二諸岡 慶氏 堀井 雅広 日高 北田 剛 464－ 22：21．0大差 237．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，480，600円 複勝： 67，729，800円 枠連： 22，011，400円
馬連： 84，444，000円 馬単： 46，429，200円 ワイド： 67，165，500円
3連複： 127，178，500円 3連単： 163，438，700円 計： 620，877，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，590円 複 勝 � 560円 � 170円 � 540円 枠 連（1－5） 3，650円

馬 連 �� 4，640円 馬 単 �� 13，970円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 4，630円 �� 890円

3 連 複 ��� 17，330円 3 連 単 ��� 150，180円

票 数

単勝票数 計 424806 的中 � 13083（6番人気）
複勝票数 計 677298 的中 � 26433（7番人気）� 140905（2番人気）� 27891（5番人気）
枠連票数 計 220114 的中 （1－5） 4670（13番人気）
馬連票数 計 844440 的中 �� 14097（16番人気）
馬単票数 計 464292 的中 �� 2492（34番人気）
ワイド票数 計 671655 的中 �� 12975（14番人気）�� 3597（38番人気）�� 20082（8番人気）
3連複票数 計1271785 的中 ��� 5503（54番人気）
3連単票数 計1634387 的中 ��� 789（360番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―13．0―12．3―12．8―12．9―12．5―12．4―11．9―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―24．3―37．3―49．6―1：02．4―1：15．3―1：27．8―1：40．2―1：52．1―2：04．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F36．0
1
3
12（7，8）（2，11）（3，9）（5，15）16（1，14）6（4，13）10
12（7，8，11）2（9，15，13）（3，16，14，10）（5，6，4）1

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

勝馬の
紹 介

サンアップルトン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．12．15 中山4着

2016．4．25生 牡3黒鹿 母 シ ナ ル 母母 イブキスタイリスト 2戦1勝 賞金 6，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 エコロドリーム号・トーセンオリンピア号
（非抽選馬） 3頭 エレベル号・マリノオークション号・ミサトテスコ号
※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。

00030 1月12日 曇 良 （31中山1）第3日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時45分 （芝・右・外）
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
1：30．7
1：30．7

良
良

24 ザ ダ ル 牡3栗 56 石橋 脩 �キャロットファーム 大竹 正博 新冠 新冠橋本牧場 486 ―1：37．4 30．5�
23 パ ロ ネ ラ 牝3鹿 54 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 476 ― 〃 クビ 1．7�
816 ニシノカツナリ 牡3青鹿 56

55 ☆武藤 雅西山 茂行氏 水野 貴広 新ひだか 藤原牧場 476 ―1：37．5クビ 32．3�
612 フォルコメン 牡3鹿 56 M．デムーロ �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 514 ―1：37．6� 2．8�
35 ラディーチェ 牝3鹿 54 大野 拓弥犬塚悠治郎氏 田中 博康 安平 ノーザンファーム 396 ―1：38．23� 93．4�
11 エレヴァージュ 牡3鹿 56 F．ブロンデル �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 472 ― 〃 クビ 25．0	

（仏）

510 グラディオロ 牝3鹿 54 戸崎 圭太村野 康司氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 460 ―1：38．62� 30．7

36 レッドルーナ 牝3青鹿54 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 小島 茂之 千歳 社台ファーム 460 ―1：38．7� 29．5�
713� ランドルーラー 牡3鹿 56 三浦 皇成ゴドルフィン 伊藤 圭三 愛 Godolphin 526 ― 〃 クビ 16．5
47 ナイトオブゴールド 牡3鹿 56 蛯名 正義大島 昌也氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 458 ― 〃 ハナ 141．2�
48 アイアムピッカピカ 牝3黒鹿54 黛 弘人堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 476 ―1：38．8クビ 18．9�
714 コウジンシックス 牝3栗 54 柴田 大知加藤 興一氏 和田 雄二 新冠 中地 義次 416 ―1：39．01� 281．6�
59 ヒラリークイン 牝3黒鹿54 北村 宏司高橋 文男氏 尾形 和幸 洞	湖 レイクヴィラファーム 444 ―1：39．1
 81．0�
815 キャーントストップ 牝3栗 54 伊藤 工真丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 472 ―1：39．2クビ 114．8�
611 マイキューティー 牝3青鹿54 内田 博幸杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 436 ―1：39．73 128．2�
12 ク ー ザ 牡3鹿 56

55 ☆藤田菜七子ライオンレースホース� 根本 康広 日高 Shall Farm 488 ―1：40．33� 132．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 51，779，500円 複勝： 61，923，100円 枠連： 20，186，800円
馬連： 78，941，400円 馬単： 45，849，800円 ワイド： 52，518，200円
3連複： 98，031，700円 3連単： 146，206，800円 計： 555，437，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，050円 複 勝 � 520円 � 110円 � 520円 枠 連（2－2） 2，360円

馬 連 �� 2，260円 馬 単 �� 7，110円

ワ イ ド �� 840円 �� 5，240円 �� 990円

3 連 複 ��� 11，790円 3 連 単 ��� 131，840円

票 数

単勝票数 計 517795 的中 � 13574（7番人気）
複勝票数 計 619231 的中 � 19681（9番人気）� 247830（1番人気）� 19969（8番人気）
枠連票数 計 201868 的中 （2－2） 6624（10番人気）
馬連票数 計 789414 的中 �� 27050（6番人気）
馬単票数 計 458498 的中 �� 4836（21番人気）
ワイド票数 計 525182 的中 �� 16660（7番人気）�� 2462（41番人気）�� 13906（9番人気）
3連複票数 計 980317 的中 ��� 6234（32番人気）
3連単票数 計1462068 的中 ��� 804（278番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―12．6―12．7―12．7―12．0―11．4―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．6―37．2―49．9―1：02．6―1：14．6―1：26．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F34．8

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

勝馬の
紹 介

ザ ダ ル �
�
父 トーセンラー �

�
母父 Lemon Drop Kid 初出走

2016．2．12生 牡3栗 母 シ ー ザ シ ー 母母 Magic Broad 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 ニシノカツナリ号の騎手武藤雅は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：13番・12番・11

番・6番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の44頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）44頭 アイワナビリーヴ号・アトラクティヴ号・アランチオーネ号・アースペガー号・アートノーブル号・ウインロノ号・

エクスポーネント号・オセアグレイト号・キタサンテンビー号・ギニー号・クインオブザシーズ号・
グッドショット号・コトブキジェダイト号・ゴールドアックス号・サマーアイランド号・ジョディーベルボワ号・
シーズンズオブラヴ号・スズロザーナ号・スリーケープワキア号・セイウンフェアリー号・ダイユウドナテラ号・
ディーププリモ号・ドナカルモ号・トーセンバイオ号・トーヨークィーン号・ナムラナマステ号・ネガイ号・
ノンストップ号・バルディッシュ号・ヒドゥンヴェール号・ピースワンパラディ号・ブラッドストーン号・
ブルーザリオン号・ペイシャレーサー号・マジックブルーム号・マヤノトライオン号・マリノスピカ号・
ミッキーフォンテン号・ミヤコノユメ号・ラストライト号・ラスボス号・ラレットル号・レッドパルテール号・
ワンダースピリッツ号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



00031 1月12日 曇 良 （31中山1）第3日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時15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 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

611 プリエンプト 牝5栗 55 F．ミナリク �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 490＋141：55．1 11．8�
（独）

24 イ セ ベ ル 牝4鹿 54 三浦 皇成谷掛 龍夫氏 大江原 哲 新ひだか 片山牧場 454－ 6 〃 アタマ 4．6�
12 シネマソングス 牝4黒鹿54 田辺 裕信 �グリーンファーム小笠 倫弘 浦河 有限会社

吉田ファーム 428－ 2 〃 クビ 5．2�
23 ポルカシュネル 牝4鹿 54 C．ルメール �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 482＋12 〃 アタマ 2．2�
59 クラウンロマン 牝6芦 55 丸山 元気矢野まり子氏 小野 次郎 新冠 ヤマタケ牧場 468＋ 61：55．42 27．4	
714 レセディラローナ 牝4鹿 54 丸田 恭介�下河辺牧場 奥村 武 日高 下河辺牧場 522＋ 41：55．5� 16．0

11 ビ ジ ョ ッ テ 牝5鹿 55 F．ブロンデル古川 智洋氏 小笠 倫弘 新ひだか 服部 牧場 508－ 2 〃 アタマ 26．7�

（仏）

816 ブルベアクワイ 牝4鹿 54
51 ▲野中悠太郎 �ブルアンドベア 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 462＋ 4 〃 ハナ 46．8�

48 オノリシャス 牝5鹿 55
54 ☆武藤 雅金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 474－ 8 〃 ハナ 70．0
612 ラ ン リ ー ナ 牝4芦 54

53 ☆藤田菜七子由井健太郎氏 竹内 正洋 新ひだか 元道牧場 484＋221：56．13� 41．5�
510 フジノナデシコ 牝6鹿 55 伊藤 工真藤澤眞佐子氏 林 徹 浦河 高昭牧場 486－ 61：56．2クビ 304．8�
35 ホ ノ カ 牝5鹿 55 江田 照男岡田 壮史氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド B492＋ 21：56．51� 150．5�
815� ロイヤルジュビリー 牝4青 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 422＋ 41：56．82 152．1�
713� センノギモーヴ 牝5栗 55 北村 宏司浅野 正敏氏 浅野洋一郎 新ひだか カタオカフアーム 454＋ 81：57．22� 259．4�
36 ダイワメモリー 牝4栗 54 O．マーフィー 大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 482－ 21：57．3クビ 11．5�

（英）

47 ノーブルカリス 牝4鹿 54
51 ▲木幡 育也吉木 伸彦氏 菊川 正達 新ひだか 田中 裕之 462＋ 41：58．15 177．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，309，500円 複勝： 66，905，000円 枠連： 21，409，700円
馬連： 83，337，500円 馬単： 39，803，700円 ワイド： 63，380，200円
3連複： 118，174，500円 3連単： 157，612，200円 計： 595，932，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 260円 � 140円 � 180円 枠 連（2－6） 800円

馬 連 �� 2，510円 馬 単 �� 5，530円

ワ イ ド �� 790円 �� 1，030円 �� 300円

3 連 複 ��� 3，420円 3 連 単 ��� 24，460円

票 数

単勝票数 計 453095 的中 � 30463（5番人気）
複勝票数 計 669050 的中 � 54888（4番人気）� 142605（2番人気）� 98000（3番人気）
枠連票数 計 214097 的中 （2－6） 20705（4番人気）
馬連票数 計 833375 的中 �� 25631（9番人気）
馬単票数 計 398037 的中 �� 5390（19番人気）
ワイド票数 計 633802 的中 �� 19358（8番人気）�� 14539（13番人気）�� 60925（2番人気）
3連複票数 計1181745 的中 ��� 25882（10番人気）
3連単票数 計1576122 的中 ��� 4671（78番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―36．8―50．3―1：03．1―1：15．8―1：28．8―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．3
1
3
5，6，11－9（2，4）－16（7，15）（1，3）12（13，14）－8－10・（5，6）11（9，4）（2，16，14）（7，15）（3，12）（1，13）（10，8）

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

勝馬の
紹 介

プリエンプト �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2016．10．29 東京8着

2014．3．4生 牝5栗 母 スウィフトテンパー 母母 Glasgow’s Gold 16戦2勝 賞金 24，350，000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。

00032 1月12日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （31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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード3：31．0良・良

58 シークレットパス 牡8芦 60 石神 深一岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 474＋ 63：34．0 4．2�
712 メイショウダッサイ 牡6黒鹿60 森 一馬松本 好雄氏 飯田 祐史 新ひだか グランド牧場 512－ 6 〃 クビ 2．4�
813 ゼンノトライブ 牡6黒鹿61 難波 剛健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 456＋103：34．74 5．2�
34 � ヤマカツリーダー �6黒鹿60 北沢 伸也山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか フジワラフアーム 490＋ 23：37．0大差 13．4�
69 ドラゴンストーム �7青鹿60 五十嵐雄祐窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋16 〃 クビ 16．8�
45 シゲルボスザル 牡5黒鹿60 植野 貴也森中 蕃氏 谷 潔 浦河 丸村村下

ファーム 460－ 83：37．1クビ 13．1�
46 トラキアンコード �7芦 60 金子 光希原 �子氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 522＋ 6 〃 クビ 13．1	
57 ウインインスパイア 牡8黒鹿60 山本 康志
ウイン 高橋 祥泰 新ひだか 本桐牧場 464－ 23：37．31	 38．6�
814� ゴールドバンカー 牡7栗 60 蓑島 靖典磯波 勇氏 伊藤 正徳 登別 登別上水牧場 472＋103：38．25 224．3�
610� エアカーディナル 牡8鹿 60 高田 潤 
ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 496± 03：38．3	 35．4
11 シゲルヒノクニ 牡7栗 60 原田 和真森中 蕃氏 浅野洋一郎 浦河 中村 雅明 522＋ 43：42．0大差 125．4�
22 エオヒップス �5青鹿60 熊沢 重文前田 晋二氏 中村 均 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496－ 4 （競走中止） 18．4�
33 � ヤマタケジャイアン �6芦 60 小野寺祐太山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 浦河小林牧場 476＋10 （競走中止） 217．6�
711� ユアーザワン 牡7青 60 高野 和馬花野 友象氏 高橋 文雅 日高 下河辺牧場 502＋26 （競走中止） 278．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 36，267，800円 複勝： 40，019，100円 枠連： 22，190，300円
馬連： 77，268，000円 馬単： 37，409，700円 ワイド： 47，545，000円
3連複： 114，784，800円 3連単： 148，426，400円 計： 523，911，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 140円 � 120円 � 140円 枠 連（5－7） 560円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 260円 �� 350円 �� 230円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 3，960円

票 数

単勝票数 計 362678 的中 � 68248（2番人気）
複勝票数 計 400191 的中 � 71204（2番人気）� 97870（1番人気）� 68070（3番人気）
枠連票数 計 221903 的中 （5－7） 30674（1番人気）
馬連票数 計 772680 的中 �� 92327（2番人気）
馬単票数 計 374097 的中 �� 20877（3番人気）
ワイド票数 計 475450 的中 �� 45916（2番人気）�� 32329（3番人気）�� 55385（1番人気）
3連複票数 計1147848 的中 ��� 113413（1番人気）
3連単票数 計1484264 的中 ��� 27152（3番人気）
上り 1マイル 1：45．4 4F 52．4－3F 39．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→	」
�
�
8－13＝12＝14（9，6）3，7－（5，1）－（4，11）＝10
8＝13，12＝9－14－（5，6）－7－4＝10＝1

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

勝馬の
紹 介

シークレットパス �
�
父 コンデュイット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．2．24 東京10着

2011．5．9生 牡8芦 母 フサイチディコルサ 母母 タイシンリリイ 障害：7戦2勝 賞金 34，458，000円
〔競走中止〕 エオヒップス号は，競走中に疾病〔左第1指関節脱臼〕を発症したため2周目1コーナーで競走中止。

ヤマタケジャイアン号は，2周目4号障害〔竹柵〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
ユアーザワン号は，2周目4号障害飛越後，競走を中止した「ヤマタケジャイアン」号の影響で，騎手が落馬したため競
走中止。



00033 1月12日 曇 良 （31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；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
2：28．8
2：28．6

重
不良

33 ミッキーポジション 牡4鹿 56 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 502＋ 22：36．9 1．5�
45 イルフォーコン 牡6黒鹿57 田辺 裕信 H.F Association 武市 康男 浦河 福田牧場 474＋ 22：37．0� 13．9�
44 エムオーグリッタ 牡5鹿 57 勝浦 正樹大浅 貢氏 古賀 慎明 安平 	橋本牧場 498± 02：37．32 39．3�
68 サトノヴィクトリー 牡5鹿 57 C．ルメール 里見 治紀氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 462＋ 82：37．4
 7．5�
813 オールドクラシック 牡6青鹿57 中谷 雄太�リーヴァ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 480± 02：37．5� 148．6�
710 オペラハット 牡8鹿 57 戸崎 圭太小菅 定雄氏 森 秀行 平取 高橋 啓 466＋ 22：37．82 30．1	
812 レッドゼノン 牡5黒鹿57 田中 勝春 
東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 杵臼牧場 B472± 0 〃 アタマ 9．8�
57 アバオアクー 牡7鹿 57 大野 拓弥外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B526＋142：37．9
 64．5�
711 カフェアトラス 牡4鹿 56 O．マーフィー 西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 516＋ 82：38．11 6．8

（英）

56 ユイノシンドバッド 牡4青鹿56 長岡 禎仁由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 522－ 22：38．2� 65．8�
69 オワゾードール 牡4鹿 56 木幡 巧也 Viridian Keiba Club 久保田貴士 千歳 社台ファーム 474－ 22：38．83
 75．3�
22 リキサンダイオー 牡6黒鹿57 三浦 皇成 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 466＋ 62：39．54 52．2�
11 アンヴェイルド 牡8鹿 57 武藤 雅窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 518＋142：39．92
 142．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 57，522，600円 複勝： 210，377，000円 枠連： 26，725，500円
馬連： 116，138，600円 馬単： 70，700，600円 ワイド： 77，053，600円
3連複： 164，672，400円 3連単： 294，768，200円 計： 1，017，958，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 200円 � 520円 枠 連（3－4） 600円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 290円 �� 830円 �� 3，050円

3 連 複 ��� 4，990円 3 連 単 ��� 12，800円

票 数

単勝票数 計 575226 的中 � 304625（1番人気）
複勝票数 計2103770 的中 � 1552624（1番人気）� 89953（5番人気）� 26074（7番人気）
枠連票数 計 267255 的中 （3－4） 34130（4番人気）
馬連票数 計1161386 的中 �� 124877（4番人気）
馬単票数 計 707006 的中 �� 66773（3番人気）
ワイド票数 計 770536 的中 �� 77731（3番人気）�� 22719（8番人気）�� 5757（25番人気）
3連複票数 計1646724 的中 ��� 24730（14番人気）
3連単票数 計2947682 的中 ��� 16686（36番人気）

ハロンタイム 13．1―12．4―13．5―13．4―14．1―14．0―13．6―12．2―12．3―12．6―12．5―13．2

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―25．5―39．0―52．4―1：06．5―1：20．5―1：34．1―1：46．3―1：58．6―2：11．2―2：23．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキーポジション �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Bellamy Road デビュー 2017．11．19 東京10着

2015．3．26生 牡4鹿 母 ポジションリミット 母母 Payable On Demand 7戦3勝 賞金 39，647，000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。

00034 1月12日 曇 良 （31中山1）第3日 第10競走 ��
��1，200�

はつはる

初春ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，30．1．13以降31．1．6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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

36 モアニケアラ 牝7芦 52 横山 典弘名古屋友豊� 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 464－ 21：10．9 115．8�
24 スビールアスール 牝5黒鹿54 戸崎 圭太�アスール 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 498＋ 61：11．0� 7．0�
59 タガノヴィッター 牡6鹿 56 M．デムーロ八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 520＋ 6 〃 アタマ 14．5�
11 ルッジェーロ 牡4黒鹿54 O．マーフィー 村木 隆氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 528＋ 4 〃 クビ 13．1�

（英）

48 ライジングリーズン 牝5青鹿53 大野 拓弥岡田 牧雄氏 奥村 武 日高 三城牧場 498＋ 8 〃 アタマ 34．7�
611� イーグルバローズ 牡5鹿 56 C．ルメール 猪熊 広次氏 堀 宣行 米 C. Kidder

& N. Cole 558＋101：11．21	 1．4	
12 マンカストラップ 牡5青鹿55 江田 照男
ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 500＋ 2 〃 アタマ 43．0�
713 ビービーサレンダー 牡6鹿 55 田辺 裕信
坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 510＋ 81：11．3クビ 27．2�
816 スマートレイチェル 牝5黒鹿54 酒井 学大川 徹氏 西園 正都 浦河 桑田牧場 484－ 2 〃 クビ 9．8
23 � アスタースウィング 牡5栗 55 三浦 皇成加藤 久枝氏 中竹 和也 米 WinStar

Farm, LLC B518＋ 21：11．4クビ 47．4�
714 プレシャスエース 牡6鹿 54 蛯名 正義鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 508＋ 61：11．72 123．2�
35 ア レ ッ ト 
8青 54 北村 宏司ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518＋ 41：12．01� 281．1�
815 スノードリーム 牝6芦 51 石川裕紀人三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 ナカノファーム 462＋ 6 〃 クビ 359．3�
47 サニーダンサー 牡4栗 54 F．ミナリク陳 立文氏 加藤 征弘 浦河 バンブー牧場 482＋ 41：12．63� 48．5�

（独）

612 ト シ ザ キ ミ 牝8鹿 51 中谷 雄太上村 利幸氏 �島 一歩 浦河 浦河小林牧場 498＋ 41：13．02� 293．3�
510 ウエスタンラムール 牡7黒鹿51 藤田菜七子西川 賢氏 的場 均 新ひだか ウエスタンファーム 466－ 2 （競走中止） 250．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 92，747，100円 複勝： 219，854，200円 枠連： 41，032，600円
馬連： 224，425，300円 馬単： 116，159，500円 ワイド： 136，160，100円
3連複： 296，064，600円 3連単： 508，500，000円 計： 1，634，943，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 11，580円 複 勝 � 3，110円 � 300円 � 560円 枠 連（2－3） 11，840円

馬 連 �� 34，840円 馬 単 �� 120，160円

ワ イ ド �� 7，050円 �� 8，310円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 82，880円 3 連 単 ��� 1，032，660円

票 数

単勝票数 計 927471 的中 � 6403（11番人気）
複勝票数 計2198542 的中 � 16345（12番人気）� 219594（2番人気）� 101822（5番人気）
枠連票数 計 410326 的中 （2－3） 2685（25番人気）
馬連票数 計2244253 的中 �� 4992（46番人気）
馬単票数 計1161595 的中 �� 725（104番人気）
ワイド票数 計1361601 的中 �� 4873（48番人気）�� 4127（55番人気）�� 36845（9番人気）
3連複票数 計2960646 的中 ��� 2679（130番人気）
3連単票数 計5085000 的中 ��� 357（925番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．4―11．7―12．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―33．9―45．6―57．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F37．0
3 ・（16，7，14）（4，1，5）9（3，12）（8，15）（6，10，11，13）2 4 ・（16，14）（4，7）1，5（3，9）8（6，12）（11，15）（2，13）－10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

モアニケアラ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2014．9．6 札幌3着

2012．3．27生 牝7芦 母 ツーオブハート 母母 プレイアローン 24戦5勝 賞金 66，227，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔競走中止〕 ウエスタンラムール号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 ウエスタンラムール号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アシャカダイキ号
※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。



00035 1月12日 曇 良 （31中山1）第3日 第11競走 ��
��1，600�第35回フェアリーステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右・外）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金
1，800万円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

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

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

11 フィリアプーラ 牝3鹿 54 丸山 元気 �キャロットファーム 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 436－ 21：36．0 7．6�
48 ホウオウカトリーヌ 牝3鹿 54 大野 拓弥小笹 芳央氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 470－ 4 〃 アタマ 8．9�
713 グレイスアン 牝3鹿 54 戸崎 圭太 TURFレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 486－ 41：36．1	 9．0�
23 エフティイーリス 牝3黒鹿54 蛯名 正義吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 446＋ 21：36．2
 7．4�
611 アクアミラビリス 牝3鹿 54 M．デムーロ �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 424－ 4 〃 アタマ 2．2�
35 サンタンデール 牝3鹿 54 木幡 巧也小田 吉男氏 岩戸 孝樹 日高 長田ファーム 434± 0 〃 アタマ 211．6	
714 レディードリー 牝3青鹿54 柴田 善臣小林 博雄氏 伊藤 正徳 新冠 秋田牧場 442＋ 6 〃 ハナ 48．4

612 チビラーサン 牝3栗 54 田辺 裕信瀬谷 �雄氏 中舘 英二 新ひだか タイヘイ牧場 436－ 8 〃 アタマ 21．6�
24 スカイシアター 牝3鹿 54 横山 武史 ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 浦河 大柳ファーム 416－ 6 〃 ハナ 72．5�
12 ア ゴ ベ イ 牝3鹿 54 北村 宏司ゴドルフィン 尾関 知人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440＋ 21：36．3	 11．5�
59 プリミエラムール 牝3芦 54 武藤 雅ライオンレースホース 田島 俊明 浦河 田中スタッド 438－ 21：36．51� 81．4�
510 セントセシリア 牝3栗 54 中谷 雄太田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 382－ 81：36．6クビ 346．7�
36 レーヴドカナロア 牝3鹿 54 F．ブロンデル �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 432－ 81：36．81� 25．0�

（仏）

47 ウィンターリリー 牝3芦 54 菱田 裕二田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 ヒダカフアーム 434－ 2 〃 ハナ 72．0�
815 メイプルガーデン 牝3鹿 54 丸田 恭介節 英司氏 高市 圭二 平取 スガタ牧場 478± 01：37．33 160．7�
816 ア マ ー テ ィ 牝3鹿 54 三浦 皇成吉田 勝己氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 480＋ 81：43．8大差 13．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 197，152，500円 複勝： 261，112，000円 枠連： 108，835，400円
馬連： 634，601，300円 馬単： 221，951，600円 ワイド： 340，613，200円
3連複： 1，029，601，800円 3連単： 1，340，290，100円 計： 4，134，157，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 230円 � 270円 � 290円 枠 連（1－4） 1，470円

馬 連 �� 2，890円 馬 単 �� 5，410円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 1，360円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 9，490円 3 連 単 ��� 54，740円

票 数

単勝票数 計1971525 的中 � 205708（3番人気）
複勝票数 計2611120 的中 � 305151（2番人気）� 248503（4番人気）� 231684（5番人気）
枠連票数 計1088354 的中 （1－4） 57171（7番人気）
馬連票数 計6346013 的中 �� 180801（9番人気）
馬単票数 計2219516 的中 �� 30763（18番人気）
ワイド票数 計3406132 的中 �� 89169（10番人気）�� 64201（20番人気）�� 57487（21番人気）
3連複票数 計10296018 的中 ��� 81319（34番人気）
3連単票数 計13402901 的中 ��� 17750（186番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―24．2―36．1―48．3―1：00．7―1：12．9―1：24．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．3

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

勝馬の
紹 介

フィリアプーラ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．10．14 東京3着

2016．4．3生 牝3鹿 母 プリンセスカメリア 母母 ラトラヴィアータ 3戦2勝 賞金 42，374，000円
〔その他〕 アマーティ号は，入線後に疾病〔急性心不全〕を発症。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 コントラチェック号・シトラスノキセキ号・タニノミッション号・チェリーレッド号・ブラックダンサー号・

ブリッツアウェイ号・ルガールカルム号
※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。

00036 1月12日 曇 良 （31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

12 シセイヒテン 牡4青 56 丸山 元気猪苗代 勇氏 宗像 義忠 新冠 パカパカ
ファーム 448＋ 61：34．7 6．6�

713 ア ビ ー ム 牝4青鹿54 F．ミナリク �ローレルレーシング 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 460± 01：34．91� 23．3�
（独）

35 テンワールドレイナ 牝4栗 54 M．デムーロ天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 474＋14 〃 アタマ 2．8�
24 デンセツノマジョ 牝4黒鹿54 田辺 裕信國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム 464＋ 41：35．0	 29．6�
612 ソイルトゥザソウル 牡4青鹿 56

53 ▲野中悠太郎グリーンスウォード高市 圭二 新冠 村田牧場 442－ 2 〃 クビ 10．4�
815
 エ ミ ー リ オ 牡5鹿 57 江田 照男加藤 誠氏 田中 剛 日高 日高大洋牧場 496± 01：35．1クビ 286．1	
11 サクステッド �4栗 56 C．ルメール 
キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 490＋ 4 〃 クビ 3．7�
36 シュバルツリッター 牡4青鹿56 戸崎 圭太ライオンレースホース� 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 470± 01：35．31� 6．4�
816 レッドルチア 牝5黒鹿55 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 416± 01：35．62 47．2
510 ブ シ ョ ウ 牡4栗 56 石橋 脩�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム B498＋161：35．92 135．9�
48 サクラレイメイ 牝4黒鹿54 横山 典弘�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 470＋ 81：36．0クビ 46．9�
23 
 サンドスピーダー 牡4鹿 56 大野 拓弥
辻牧場 和田 勇介 浦河 辻 牧場 452＋ 21：36．1	 61．4�
47 
 ワンダーラスト 牝6鹿 55

54 ☆藤田菜七子下河�行雄氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 416＋16 〃 クビ 136．9�
611 プロトスター 牡4栗 56 O．マーフィー 
社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 490＋ 61：36．31� 14．4�

（英）

59 ウインディマンシュ 牝4栗 54
53 ☆武藤 雅�ウイン 田中 剛 新冠 コスモヴューファーム 422＋ 81：36．72	 296．0�

714 アシャカナウ 牡4黒鹿 56
54 △横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 B488＋111：37．01� 259．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 83，813，500円 複勝： 111，396，600円 枠連： 49，603，900円
馬連： 201，123，700円 馬単： 82，865，100円 ワイド： 123，877，700円
3連複： 274，197，300円 3連単： 380，025，400円 計： 1，306，903，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 190円 � 450円 � 130円 枠 連（1－7） 3，700円

馬 連 �� 6，640円 馬 単 �� 11，620円

ワ イ ド �� 1，700円 �� 450円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 6，440円 3 連 単 ��� 53，290円

票 数

単勝票数 計 838135 的中 � 101024（4番人気）
複勝票数 計1113966 的中 � 144622（4番人気）� 45478（7番人気）� 287439（1番人気）
枠連票数 計 496039 的中 （1－7） 10381（11番人気）
馬連票数 計2011237 的中 �� 23459（20番人気）
馬単票数 計 828651 的中 �� 5348（36番人気）
ワイド票数 計1238777 的中 �� 17765（18番人気）�� 76862（3番人気）�� 25021（12番人気）
3連複票数 計2741973 的中 ��� 31908（20番人気）
3連単票数 計3800254 的中 ��� 5170（156番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―11．8―11．7―11．2―11．7―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．5―36．3―48．0―59．2―1：10．9―1：22．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F35．5

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

勝馬の
紹 介

シセイヒテン �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2018．2．3 東京2着

2015．3．28生 牡4青 母 シセイカグヤ 母母 シーヴィーナス 11戦2勝 賞金 29，724，000円
※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。
（非当選馬） 1頭 レンベルガー号
（非抽選馬） 3頭 マルターズゲイル号・ランスマン号・レッドイリーゼ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（31中山1）第3日 1月12日（土曜日） 曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 187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

250，670，000円
21，510，000円
2，200，000円
29，420，000円
76，681，000円
5，948，800円
1，795，200円

勝馬投票券売得金
748，938，400円
1，263，522，200円
380，841，700円
1，767，920，900円
793，257，000円
1，105，444，800円
2，605，157，400円
3，616，784，300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 12，281，866，700円

総入場人員 17，285名 （有料入場人員 15，669名）
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