
3301312月1日 曇 良 （1中山5） 第2日 第1競走 ��
��1，200�2歳未勝利

発走9時50分 （ダート・右）
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

612 バウンティハンター 牡2黒鹿55 黛 弘人浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 484－ 21：12．5 5．5�
47 タイニーベイビー 牡2鹿 55 津村 明秀山口 裕介氏 松山 将樹 日高 藤本ファーム 438± 01：12．6� 4．9�
48 ウインアクティーボ 牡2鹿 55 松岡 正海�ウイン 高木 登 浦河 宮内牧場 490－ 21：12．81� 4．7�
510 ソ ラ ン 牡2黒鹿55 吉田 豊鈴木 康弘氏 古賀 史生 新ひだか 本桐牧場 512＋ 41：13．43� 67．5�
23 ク サ ヒ バ リ 牝2黒鹿 54

51 ▲菅原 明良�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 436＋12 〃 クビ 15．7	

24 	 レイクマッジョーレ 牡2鹿 55 柴山 雄一ゴドルフィン 土田 稔 愛 Lismacue Mare
Syndicate 470－ 81：13．82� 46．9


12 ジョイウイン 牡2栗 55 石橋 脩石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 いとう牧場 488＋12 〃 アタマ 3．0�
35 マインヒロイン 牝2栗 54

51 ▲大塚 海渡峰 哲馬氏 萱野 浩二 新ひだか 荒谷 輝和 432＋ 21：13．9クビ 188．9�
816 ショウイモン 牝2鹿 54

53 ☆菊沢 一樹井門 敏雄氏 松山 将樹 日高 坂 牧場 430＋ 8 〃 クビ 92．4
815 キャストロペトラ 牡2栗 55 江田 照男手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 田湯牧場 466＋161：14．11� 128．1�
59 ヘニービュット 牡2芦 55 大野 拓弥林 正道氏 池上 昌和 新冠 秋田牧場 496－ 6 〃 ハナ 12．3�
611 サイモンサンバ 牝2栗 54

53 ☆野中悠太郎澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 468－ 41：14．2� 20．7�
714 テイエムピカピカ 牝2青 54 木幡 巧也竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 カミイスタット 462－ 21：14．3� 315．2�
713 クンタキンテ 牡2栗 55 木幡 初也小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 470＋121：15．57 372．9�
36 フジノホーオー 牡2黒鹿55 勝浦 正樹田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 秋場牧場 456＋ 61：15．6� 228．1�
11 エリンクロノス 牡2栗 55

53 △木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 大栄牧場 518＋141：16．13 161．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，230，700円 複勝： 45，721，300円 枠連： 13，714，000円
馬連： 59，875，500円 馬単： 26，745，300円 ワイド： 44，246，000円
3連複： 92，176，000円 3連単： 96，818，500円 計： 409，527，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 150円 � 160円 � 160円 枠 連（4－6） 540円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 2，380円

ワ イ ド �� 460円 �� 500円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，770円 3 連 単 ��� 10，420円

票 数

単勝票数 計 302307 的中 � 46267（4番人気）
複勝票数 計 457213 的中 � 79221（2番人気）� 75217（3番人気）� 72263（4番人気）
枠連票数 計 137140 的中 （4－6） 19396（3番人気）
馬連票数 計 598755 的中 �� 35696（5番人気）
馬単票数 計 267453 的中 �� 8398（9番人気）
ワイド票数 計 442460 的中 �� 24005（5番人気）�� 22094（6番人気）�� 32121（3番人気）
3連複票数 計 921760 的中 ��� 38894（4番人気）
3連単票数 計 968185 的中 ��� 6734（24番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．7―12．3―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．7―47．0―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バウンティハンター �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2019．10．6 新潟2着

2017．1．17生 牡2黒鹿 母 ハードデイズナイト 母母 プロフュージョン 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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シカゴテソーロ号

3301412月1日 曇 良 （1中山5） 第2日 第2競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時15分 （ダート・右）

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

816 ポーラーサマー 牡2黒鹿55 W．ビュイックゴドルフィン 田中 博康 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 506＋101：56．0 3．0�

（英）

35 ジーマックス 牡2鹿 55 松岡 正海佐野 信幸氏 中舘 英二 日高 豊洋牧場 528－ 21：56．21� 7．4�
47 ビービーレガロ 牡2鹿 55

54 ☆武藤 雅�坂東牧場 戸田 博文 日高 ファーミングヤナキタ 526± 01：56．83� 4．1�
815 サイヤダンサー 牡2鹿 55 丸山 元気西森 功氏 深山 雅史 新冠 高瀬牧場 446＋ 81：57．01 22．6�
23 ケイツーポンド 牡2黒鹿55 津村 明秀楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新ひだか 中田 英樹 470－ 21：57．85 13．6�
714 ハイテイブルース 牡2栗 55 吉田 豊中地賢次郎氏 田島 俊明 新冠 川上牧場 482＋ 61：58．44 76．5	
48 インセンディオ 牡2鹿 55

52 ▲菅原 明良嶋田 賢氏 田中 清隆 新冠 大栄牧場 430± 01：58．71� 326．9

12 パワポケプリメーロ 牡2栗 55 黛 弘人柳原 達也氏 中野 栄治 新ひだか グランド牧場 424＋ 41：58．8クビ 110．5�
713 ウィルビーハッピー 牡2鹿 55 丹内 祐次 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 81：58．9� 316．5
36 ディーエスプルーフ 牡2鹿 55 江田 照男秋谷 壽之氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 448＋ 2 〃 アタマ 11．5�
59 ニシノアオハル 牡2栗 55 大野 拓弥西山 茂行氏 栗田 徹 新ひだか 小倉 光博 470＋ 61：59．22 23．8�
611 ロードスラッシュ 牡2黒鹿55 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 木村 哲也 浦河 大柳ファーム 456－ 61：59．94 5．6�
24 タイムイズナカヤマ 牡2鹿 55 嘉藤 貴行�中山牧場 高市 圭二 浦河 中山牧場 442＋ 22：00．75 532．3�
612 インディードシチー 牡2栗 55

54 ☆野中悠太郎 �友駿ホースクラブ 上原 博之 日高 下河辺牧場 492＋ 42：00．91� 157．2�
510 プリズムストーン 牡2青鹿55 武士沢友治田頭 勇貴氏 根本 康広 新ひだか 中田 浩美 470± 02：01．64 142．4�
11 キャンベルタウン 牡2栗 55 木幡 巧也村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 B484＋142：02．87 46．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，312，400円 複勝： 39，599，300円 枠連： 11，815，300円
馬連： 51，001，500円 馬単： 23，378，400円 ワイド： 37，351，400円
3連複： 71，120，600円 3連単： 78，101，900円 計： 342，680，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 180円 � 140円 枠 連（3－8） 550円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 2，550円

ワ イ ド �� 620円 �� 320円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 9，830円

票 数

単勝票数 計 303124 的中 � 81539（1番人気）
複勝票数 計 395993 的中 � 83572（1番人気）� 50139（4番人気）� 72721（2番人気）
枠連票数 計 118153 的中 （3－8） 16410（1番人気）
馬連票数 計 510015 的中 �� 26791（5番人気）
馬単票数 計 233784 的中 �� 6862（10番人気）
ワイド票数 計 373514 的中 �� 14532（8番人気）�� 32259（1番人気）�� 17367（6番人気）
3連複票数 計 711206 的中 ��� 26864（3番人気）
3連単票数 計 781019 的中 ��� 5758（14番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―13．0―13．7―13．3―12．9―12．5―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―37．7―51．4―1：04．7―1：17．6―1：30．1―1：42．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ポーラーサマー �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Selkirk デビュー 2019．9．7 中山4着

2017．4．29生 牡2黒鹿 母 アークティックシルク 母母 Cape Verdi 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プリズムストーン号・キャンベルタウン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年

1月1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。
（非当選馬） 2頭 スウェアー号・ラティノス号
※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。

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２日



3301512月1日 曇 良 （1中山5） 第2日 第3競走 ��
��1，800�2歳未勝利

発走10時45分 （芝・右）
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
1：46．4
1：44．5

良
良

36 レッドアダン 牡2鹿 55 W．ビュイック �東京ホースレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 456＋ 41：48．9 1．8�
（英）

713 ボ マ ラ イ ン 牡2鹿 55 勝浦 正樹野嶋 祥二氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 470＋ 61：49．11� 21．1�
11 マイネルラクスマン 牡2青鹿55 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 504＋ 61：49．41� 4．8�
48 ザ ン パ ー タ 牡2鹿 55 黛 弘人山口 裕介氏 田中 博康 平取 船越 伸也 430－ 21：49．5� 176．2�
35 トーセンソワレ 牡2鹿 55

54 ☆野中悠太郎島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 472＋ 6 〃 クビ 141．6	

815 コスモイダマシネ 牡2芦 55 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 450＋ 41：49．6� 96．9�
23 スキルショット 牡2鹿 55

52 ▲菅原 明良横田 恵子氏 加藤士津八 新ひだか 今 牧場 484＋ 21：49．7� 33．4�
24 ウインランウェイ 牡2鹿 55 松岡 正海�ウイン 金成 貴史 浦河 鎌田 正嗣 426＋ 2 〃 ハナ 5．3
59 サンシャインキッド 牡2栗 55 丸田 恭介田島榮二郎氏 小西 一男 新ひだか 元茂牧場 434－ 21：49．8クビ 22．9�
510 アイブランコ 牡2栗 55

54 ☆菊沢 一樹ライフエンタープライズ� 中野 栄治 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 494＋ 41：49．9� 17．5�

714 ナックペガサス 牡2鹿 55 木幡 初也小松 欣也氏 杉浦 宏昭 日高 モリナガファーム 448－ 21：50．22 166．0�
12 シャドウパイレーツ 牡2鹿 55 大野 拓弥飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 488± 01：50．41	 31．1�
612 ホッコージュンレイ 牝2青鹿 54

53 ☆武藤 雅北幸商事� 松永 康利 浦河 高昭牧場 434－ 61：50．5� 180．2�
611 スタジアムロック 牡2栗 55 大庭 和弥田頭 勇貴氏 星野 忍 新冠 有限会社 大

作ステーブル 480－ 21：50．81� 633．2�
816 ロケットムーン 牝2鹿 54 石川裕紀人 Him Rock Racing

ホールディングス� 武市 康男 日高 北田 剛 400＋ 41：51．43� 409．8�
47 デルマジルコン 牝2鹿 54

52 △木幡 育也浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 442－ 41：53．2大差 329．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，473，200円 複勝： 79，010，400円 枠連： 12，748，500円
馬連： 51，040，100円 馬単： 32，381，200円 ワイド： 42，186，800円
3連複： 75，865，000円 3連単： 119，291，100円 計： 442，996，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 290円 � 130円 枠 連（3－7） 1，120円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 620円 �� 190円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 1，880円 3 連 単 ��� 7，750円

票 数

単勝票数 計 304732 的中 � 138592（1番人気）
複勝票数 計 790104 的中 � 514507（1番人気）� 21165（5番人気）� 83221（2番人気）
枠連票数 計 127485 的中 （3－7） 8819（5番人気）
馬連票数 計 510401 的中 �� 25149（6番人気）
馬単票数 計 323812 的中 �� 12324（7番人気）
ワイド票数 計 421868 的中 �� 15288（6番人気）�� 71117（1番人気）�� 8931（13番人気）
3連複票数 計 758650 的中 ��� 30264（4番人気）
3連単票数 計1192911 的中 ��� 11154（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―36．5―48．8―1：00．8―1：12．8―1：25．1―1：36．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F36．1
1
3

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

勝馬の
紹 介

レッドアダン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．9．21 中山3着

2017．3．23生 牡2鹿 母 レッドジゼル 母母 スタイルリスティック 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルマジルコン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年1月1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。
（非当選馬） 2頭 ソイチーノ号・フォギーデイ号
※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。

3301612月1日 曇 良 （1中山5） 第2日 第4競走 ��
��1，600�2歳未勝利

発走11時15分 （芝・右・外）
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
1：33．4
1：32．3

良
良

12 クリノプレミアム 牝2栗 54 松岡 正海栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 有限会社
吉田ファーム 462± 01：34．8 2．3�

35 プ リ マ ジ ア 牡2鹿 55
52 ▲菅原 明良藤沼 利夫氏 金成 貴史 平取 スガタ牧場 456＋ 4 〃 クビ 5．3�

47 エ ル メ ー ム 牝2鹿 54 大野 拓弥�ラ・メール 高木 登 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 472－ 41：34．9� 12．0�

611 シ ャ チ 牡2鹿 55
54 ☆野中悠太郎中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 456＋ 41：35．11� 36．8�

816 ファートゥア 牝2栗 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 470－ 8 〃 ハナ 4．1	
24 マイネルキアロ 牡2芦 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか グローリーファーム 474± 01：35．2クビ 124．7

714 プエンテデグロリア 牝2青鹿 54

51 ▲大塚 海渡谷口 祐人氏 勢司 和浩 新ひだか 今 牧場 440－141：35．73 603．9�
815 リベリアスハート 牡2黒鹿55 丸山 元気 �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 454＋ 6 〃 クビ 102．2�
36 キタノギャラクシー 牡2鹿 55 北村 宏司北所 直人氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 482＋ 41：35．8� 72．0
23 シュバリエサージュ 牡2青 55 津村 明秀酒井 喜生氏 小野 次郎 様似 富田 恭司 478＋161：36．01� 256．8�
48 ガ ニ ア ン 牡2栗 55 W．ビュイック �ラ・メール 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 462＋ 8 〃 ハナ 9．6�

（英）

713 コパノカリブ 牝2栗 54
53 ☆武藤 雅小林 祥晃氏 斎藤 誠 日高 ヤナガワ牧場 458＋ 21：36．32 61．4�

612 クリノファイヤー 牝2栗 54
52 △木幡 育也栗本 博晴氏 本間 忍 日高 浦新 徳司 464± 01：36．51 343．7�

11 エフティハヤテ 牡2青 55 蛯名 正義吉野 英子氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 500＋ 6 〃 クビ 289．9�
510 ツクバブレイニー 牝2芦 54 木幡 初也細谷 武史氏 杉浦 宏昭 日高 坂 牧場 442－ 81：37．03 737．0�
59 	 アルファジップ 牝2栗 54 田辺 裕信�グランド牧場 伊藤 圭三 米 Overbrook

Farm 456－ 21：37．31
 16．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，382，900円 複勝： 52，463，400円 枠連： 14，586，200円
馬連： 66，918，500円 馬単： 32，972，200円 ワイド： 49，362，300円
3連複： 90，573，600円 3連単： 119，676，000円 計： 461，935，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 150円 � 200円 枠 連（1－3） 450円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 200円 �� 350円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，170円 3 連 単 ��� 3，580円

票 数

単勝票数 計 353829 的中 � 125585（1番人気）
複勝票数 計 524634 的中 � 163024（1番人気）� 79916（2番人気）� 50445（4番人気）
枠連票数 計 145862 的中 （1－3） 25033（1番人気）
馬連票数 計 669185 的中 �� 115904（1番人気）
馬単票数 計 329722 的中 �� 34666（1番人気）
ワイド票数 計 493623 的中 �� 74108（1番人気）�� 33848（3番人気）�� 16620（9番人気）
3連複票数 計 905736 的中 ��� 57611（2番人気）
3連単票数 計1196760 的中 ��� 24188（4番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．4―11．8―12．2―12．1―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．7―35．1―46．9―59．1―1：11．2―1：22．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．9―3F35．7

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

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

クリノプレミアム �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2019．10．5 東京5着

2017．3．23生 牝2栗 母 ダンシングクイーン 母母 パーフェクトワールド 4戦1勝 賞金 9，700，000円
〔制裁〕 プエンテデグロリア号の騎手大塚海渡は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：13番・11番・10

番）
※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。



3301712月1日 晴 良 （1中山5） 第2日 第5競走 ��
��2，000�2歳新馬

発走12時05分 （芝・右）
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
1：58．9
1：58．9

良
良

45 クロスザルビコン 牡2青鹿55 田辺 裕信小村アセットM� 大和田 成 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 444 ―2：01．6 29．4�

813 エクスプレッサー 牡2鹿 55 石橋 脩 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 486 ―2：01．81� 3．6�
57 サ ク ラ イ ロ 牝2黒鹿54 丸山 元気 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 452 ―2：02．01� 4．9�
711 リ ア ム 牡2鹿 55 三浦 皇成 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 520 ― 〃 ハナ 9．3�
710 ビップウインク 牝2青 54

53 ☆野中悠太郎鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 484 ―2：02．31	 3．8	
68 カ ン バ ラ 牝2栗 54 柴山 雄一ゴドルフィン 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488 ―2：02．4� 10．8

69 インビジブルナイツ 牡2黒鹿55 丸田 恭介ライオンレースホース� 菊沢 隆徳 新ひだか 桜井牧場 522 ―2：03．03� 28．9�
56 ブラックシャウト 牡2青鹿55 北村 宏司 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 木村 哲也 新ひだか タイヘイ牧場 480 ―2：03．63� 46．2�
22 
 セイウンカゲロウ 牡2鹿 55 松岡 正海西山 茂行氏 奥平 雅士 米

Fred W. Hertrich
III & John D.
Fielding

500 ―2：04．13 62．6
11 コ モ 牝2鹿 54 杉原 誠人永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 新冠 つつみ牧場 448 ―2：05．710 260．2�
812 アバグネイル 牡2栗 55 W．ビュイック �シルクレーシング 手塚 貴久 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500 ―2：05．91� 8．2�
（英）

33 サンバーバンク 牝2栗 54
51 ▲菅原 明良 �加藤ステーブル 粕谷 昌央 新ひだか 岡田 猛 418 ―2：06．32� 189．4�

44 ソルレオーネ 牡2鹿 55 大野 拓弥 �YGGホースクラブ 大竹 正博 日高 山際牧場 488 ―2：06．4� 160．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 37，173，400円 複勝： 45，968，700円 枠連： 15，642，900円
馬連： 58，439，700円 馬単： 28，821，900円 ワイド： 42，996，300円
3連複： 75，628，100円 3連単： 92，379，600円 計： 397，050，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，940円 複 勝 � 480円 � 140円 � 160円 枠 連（4－8） 2，470円

馬 連 �� 3，530円 馬 単 �� 10，210円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 1，470円 �� 270円

3 連 複 ��� 4，750円 3 連 単 ��� 51，160円

票 数

単勝票数 計 371734 的中 � 10720（8番人気）
複勝票数 計 459687 的中 � 17293（7番人気）� 102808（1番人気）� 79195（3番人気）
枠連票数 計 156429 的中 （4－8） 4899（9番人気）
馬連票数 計 584397 的中 �� 12829（14番人気）
馬単票数 計 288219 的中 �� 2116（35番人気）
ワイド票数 計 429963 的中 �� 8521（14番人気）�� 6789（17番人気）�� 48269（1番人気）
3連複票数 計 756281 的中 ��� 11929（16番人気）
3連単票数 計 923796 的中 ��� 1309（166番人気）

ハロンタイム 12．9―12．1―12．6―12．4―11．9―11．6―12．1―12．1―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―25．0―37．6―50．0―1：01．9―1：13．5―1：25．6―1：37．7―1：49．4

コーナー
通過順位

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

2
4

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

クロスザルビコン �
�
父 フェノーメノ �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2017．1．31生 牡2青鹿 母 タスクミストレス 母母 ワーキングガール 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 アバグネイル号の調教師手塚貴久は，競走中に同馬の鞍が変位したことについて過怠金10，000円。
※ソルレオーネ号は，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，主として騎乗中の国名を表示している。

3301812月1日 晴 良 （1中山5） 第2日 第6競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時35分 （ダート・右）

牝；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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

714 ニシノステラ 牝2鹿 54
53 ☆野中悠太郎西山 茂行氏 小西 一男 日高 西山牧場 432 ―1：13．8 6．0�

815 バ ー グ マ ン 牝2青鹿54 吉田 豊中辻 明氏 菊沢 隆徳 新ひだか レースホース牧場 454 ―1：14．01� 6．3�
510 ヤマタケクララ 牝2黒鹿54 丹内 祐次山中 佳代氏 矢野 英一 新ひだか 松本牧場 460 ―1：14．1� 4．1�
47 サ ノ レ ー ヌ 牝2鹿 54 田辺 裕信佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 436 ―1：14．31� 4．0�
713 リバーランド 牝2青鹿54 三浦 皇成林 正道氏 浅見 秀一 日高 ヤナガワ牧場 414 ―1：14．5� 12．3�
35 コーラルティアラ 牝2栗 54

51 ▲菅原 明良 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 和田 勇介 浦河 猿橋 義昭 464 ―1：14．82 5．6	

59 エリーウェイ 牝2芦 54 武士沢友治谷川 正純氏 南田美知雄 新ひだか グランド牧場 466 ―1：15．33 55．1

816 リネンフリー 牝2黒鹿54 丸田 恭介戸山 光男氏 加藤 和宏 青森 ワールドファーム 440 ―1：16．57 115．8�
24 ローズコンパス 牝2黒鹿54 柴田 善臣田頭 勇貴氏 星野 忍 浦河 有限会社

松田牧場 462 ―1：16．6� 137．3�
48 シ マ ナ 牝2黒鹿54 柴田 大知 ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 前谷 武志 410 ―1：17．02 155．8�
23 クイーンキャンディ 牝2栗 54 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 加藤 和宏 日高 横井 哲 448 ― 〃 ハナ 59．6�
11 ドリームロマン 牝2鹿 54 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 480 ―1：17．21� 40．5�
612 デンタルウイッシュ 牝2芦 54 江田 照男安田 光則氏 浅野洋一郎 浦河 木戸口牧場 424 ―1：17．41 84．4�
36 ハッピーナイン 牝2青鹿 54

53 ☆菊沢 一樹本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 430 ―1：17．5� 222．9�
12 サンテンプル 牝2鹿 54 嶋田 純次 �加藤ステーブル 伊藤 伸一 むかわ 真壁 信一 424 ―1：17．6� 217．8�
611 エ チ ュ ー ド 牝2黒鹿54 木幡 巧也島川 �哉氏 松永 康利 日高 有限会社 エ

スティファーム 434 ―1：17．7� 110．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，761，000円 複勝： 37，303，300円 枠連： 13，830，500円
馬連： 53，119，700円 馬単： 25，644，100円 ワイド： 38，389，300円
3連複： 69，732，000円 3連単： 83，089，500円 計： 352，869，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 190円 � 190円 � 170円 枠 連（7－8） 880円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 3，420円

ワ イ ド �� 690円 �� 290円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，190円 3 連 単 ��� 14，320円

票 数

単勝票数 計 317610 的中 � 44550（4番人気）
複勝票数 計 373033 的中 � 50823（4番人気）� 49509（5番人気）� 60917（2番人気）
枠連票数 計 138305 的中 （7－8） 12102（4番人気）
馬連票数 計 531197 的中 �� 21052（10番人気）
馬単票数 計 256441 的中 �� 5617（17番人気）
ワイド票数 計 383893 的中 �� 13213（11番人気）�� 36957（1番人気）�� 17613（5番人気）
3連複票数 計 697320 的中 ��� 23773（6番人気）
3連単票数 計 830895 的中 ��� 4205（39番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．2―12．5―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．3―36．5―49．0―1：01．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノステラ �
�
父 ヒルノダムール �

�
母父 Footstepsinthesand 初出走

2017．3．18生 牝2鹿 母 セイウンクロエ 母母 Aujiang 1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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 ヴァルゴスピカ号・カンノンリリー号・カールジェシ号・キュアノス号・サンキーウエスト号・ソーショウミー号・

ブラウンアイズ号・ワルツフォーラン号



3301912月1日 晴 良 （1中山5） 第2日 第7競走 ��
��1，200�2歳1勝クラス

発走13時05分 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．2
1：10．2

不良
不良

812 アイオライト 牡2黒鹿 55
54 ☆武藤 雅田頭 勇貴氏 武藤 善則 浦河 南部 功 480＋ 41：11．1 1．7�

710 ヴァンドゥメール 牡2青鹿55 三浦 皇成 �スリーエイチレーシング 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 480＋ 21：11．73� 19．3�
79 レイテントロアー 牡2鹿 55 嘉藤 貴行矢野 亨憲氏 田中 清隆 日高 シンボリ牧場 482＋ 81：11．91� 5．8�
33 	 プレストレジェーロ 牝2鹿 54

51 ▲菅原 明良米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 小倉 光博 430－ 21：12．11� 212．0�
811 スズカコーズマンボ 牡2鹿 55 北村 宏司永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B464± 01：12．42 31．0�
44 スズカパンサー 牡2栗 55 石橋 脩永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 まるとみ冨岡牧場 450－ 21：12．82� 15．9	
22 コードジェニック 牡2鹿 55 津村 明秀水上 行雄氏 杉山 晴紀 浦河 笠松牧場 494＋ 41：12．9
 18．7

68 ヴィンカマヨール 牡2芦 55 W．ビュイック �シルクレーシング 田島 俊明 安平 ノーザンファーム 492＋221：13．11 8．7�

（英）

11 エスニックソング 牝2黒鹿54 田中 勝春ゴドルフィン 田中 剛 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 470＋ 2 〃 クビ 39．9

67 ダンシングサンダー 牡2栗 55 田辺 裕信永井 秀貴氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 468＋ 61：13．63 13．8�
55 ラブオナヴィータ 牝2鹿 54 吉田 豊由井健太郎氏 尾関 知人 浦河 梅田牧場 458＋ 21：13．7クビ 303．5�
56 オウサマプリン 牡2黒鹿55 大庭 和弥田頭 勇貴氏 松永 康利 浦河 南部 功 480＋ 41：15．08 608．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 50，796，100円 複勝： 115，272，400円 枠連： 15，408，300円
馬連： 76，891，200円 馬単： 47，896，400円 ワイド： 55，281，100円
3連複： 102，886，800円 3連単： 179，090，200円 計： 643，522，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 330円 � 140円 枠 連（7－8） 300円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 2，230円

ワ イ ド �� 610円 �� 180円 �� 980円

3 連 複 ��� 1，940円 3 連 単 ��� 8，820円

票 数

単勝票数 計 507961 的中 � 253775（1番人気）
複勝票数 計1152724 的中 � 782486（1番人気）� 25728（7番人気）� 96257（2番人気）
枠連票数 計 154083 的中 （7－8） 39487（1番人気）
馬連票数 計 768912 的中 �� 38732（6番人気）
馬単票数 計 478964 的中 �� 16049（7番人気）
ワイド票数 計 552811 的中 �� 20287（6番人気）�� 99847（1番人気）�� 11991（13番人気）
3連複票数 計1028868 的中 ��� 39753（5番人気）
3連単票数 計1790902 的中 ��� 14714（28番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．7―12．3―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．3―46．6―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F36．8
3 ・（3，5）10（1，9，12）－2（4，7）－8，11－6 4 3（5，10）（9，12）1，2，7－4，8，11＝6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アイオライト �
�
父 ローレルゲレイロ �

�
母父 オペラハウス デビュー 2019．6．16 函館4着

2017．3．13生 牡2黒鹿 母 ステラアクトレス 母母 カムイイットー 4戦2勝 賞金 14，600，000円
〔制裁〕 アイオライト号の騎手武藤雅は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：10番・9番）
※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。

3302012月1日 晴 良 （1中山5） 第2日 第8競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時35分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，3歳53�4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
1：47．6

重
重

712 ブリリアントリリー 牝4鹿 55 大野 拓弥 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 石坂 公一 新ひだか 岡田スタツド 472－ 81：55．5 13．4�

611 ドゥエルメス 牝3黒鹿53 勝浦 正樹大塚 亮一氏 畠山 吉宏 新冠 アサヒ牧場 516± 01：55．6� 4．2�
814� ココリモアナ 牝4鹿 55 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 田上 徹 460＋ 4 〃 ハナ 17．8�
59 アドアステラ 牝3栗 53 丹内 祐次 �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 B456± 01：55．81� 5．5�
58 ラティーンセイル 牝3鹿 53 田辺 裕信 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 492－ 21：55．9	 2．5	
610 ゴールデンフィジー 牝4鹿 55 木幡 巧也吉田 照哉氏 牧 光二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440＋ 6 〃 クビ 15．1

34 ジューンバラード 牝3青鹿53 武士沢友治吉川 潤氏 堀井 雅広 平取 稲原牧場 426± 0 〃 アタマ 55．5�
47 アナザークイーン 牝3黒鹿53 柴田 大知 �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 B464＋121：56．85 18．3�
22 ネオファルコン 牝3鹿 53

50 ▲菅原 明良西田 俊二氏 鈴木 伸尋 浦河 田中スタッド 460＋ 61：56．9クビ 22．9
713 ウエスタンランポ 牝3鹿 53

52 ☆菊沢 一樹西川 賢氏 深山 雅史 新ひだか ウエスタンファーム 408＋ 21：57．0� 47．4�
46 � デルマエトワール 牝3芦 53

50 ▲小林 凌大浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 470± 01：57．32 205．1�
35 ラ ヴ ノ ッ ト 牝4鹿 55 丸山 元気 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小西 一男 浦河 大北牧場 478－ 41：57．4クビ 135．7�
11 レセディラローナ 牝4鹿 55 丸田 恭介�下河辺牧場 奥村 武 日高 下河辺牧場 526＋121：57．61� 13．1�
23 � スティールティアラ 牝3栗 53 黛 弘人菅野 守雄氏 藤原 辰雄 新ひだか 村上牧場 482－ 81：59．09 66．0�
815 ウインドカクテル 牝3栗 53

52 ☆野中悠太郎岡田 牧雄氏 和田 勇介 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 82：00．17 226．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 33，004，500円 複勝： 48，247，800円 枠連： 18，722，500円
馬連： 78，541，500円 馬単： 34，065，000円 ワイド： 54，085，500円
3連複： 109，852，300円 3連単： 126，118，200円 計： 502，637，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，340円 複 勝 � 390円 � 170円 � 500円 枠 連（6－7） 1，700円

馬 連 �� 3，380円 馬 単 �� 6，750円

ワ イ ド �� 970円 �� 3，270円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 16，460円 3 連 単 ��� 109，630円

票 数

単勝票数 計 330045 的中 � 19603（5番人気）
複勝票数 計 482478 的中 � 28461（6番人気）� 95077（2番人気）� 21367（9番人気）
枠連票数 計 187225 的中 （6－7） 8492（7番人気）
馬連票数 計 785415 的中 �� 18001（11番人気）
馬単票数 計 340650 的中 �� 3784（21番人気）
ワイド票数 計 540855 的中 �� 14706（8番人気）�� 4123（36番人気）�� 11838（16番人気）
3連複票数 計1098523 的中 ��� 5003（50番人気）
3連単票数 計1261182 的中 ��� 834（304番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．0―38．1―51．1―1：03．7―1：16．4―1：29．5―1：42．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブリリアントリリー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー 2018．1．21 中山14着

2015．5．17生 牝4鹿 母 トーセンリリー 母母 ミデオンレディー 18戦2勝 賞金 16，450，000円



3302112月1日 晴 良 （1中山5） 第2日 第9競走 ��
��1，200�

なんそう

南総ステークス
発走14時05分 （芝・右・外）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），30．12．1以降1．11．24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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

12 � マリアズハート 牝3鹿 53 大野 拓弥 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 菊沢 隆徳 米 Sally J.

Andersen 490－ 41：07．7 3．6�
11 ニシオボヌール �7黒鹿54 柴山 雄一三宅 勝俊氏 高橋 亮 浦河 中島牧場 494－10 〃 クビ 27．3�
59 ブラッククローバー 牡7黒鹿55 石橋 脩巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 490＋ 21：07．8クビ 32．6�
35 グッドジュエリー 牝4芦 54 丸田 恭介長谷川光司氏 堀井 雅広 新ひだか 嶋田牧場 466＋ 81：08．01	 5．1�
24 スワーヴアーサー 牡6鹿 54 三浦 皇成�NICKS 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 492＋ 6 〃 アタマ 18．3�
612 タケショウベスト 牝5鹿 52 蛯名 正義	ナイト商事 田中 清隆 浦河 富菜牧場 476－ 61：08．1	 32．8

48 ビ リ ー バ ー 牝4黒鹿53 杉原 誠人	ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 466＋ 4 〃 クビ 26．8�
23 エンゲルヘン 牝5栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 476＋121：08．2	 5．0�
714 キラーコンテンツ 牡5鹿 55 北村 宏司 	シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 490＋ 4 〃 ハナ 18．0
713 エンゲージリング 牝4芦 53 江田 照男	ミルファーム 大江原 哲 日高 佐々木 康治 486＋ 41：08．3	 4．6�
36 ナンヨーアミーコ 牡6栗 56 柴田 善臣中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 440＋ 6 〃 ハナ 18．1�
510
 レコードチェイサー 牝3栗 53 菅原 明良	グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 446－ 2 〃 クビ 44．0�
816 ア リ ン ナ 牝5鹿 52 柴田 大知 �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 432＋ 61：08．4クビ 179．8�
47 トワイライトライフ 牝5鹿 52 武藤 雅 	サンデーレーシング 黒岩 陽一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋101：08．5	 79．0�
611
 プレディクト 牡4鹿 52 松岡 正海西田 順彦氏 伊藤 伸一 新冠 競優牧場 500＋121：09．24 324．7�
815 サウンドマジック 牝5栗 52 野中悠太郎増田 雄一氏 和田正一郎 浦河 辻 牧場 456＋ 41：09．52 48．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，626，000円 複勝： 77，539，200円 枠連： 26，141，000円
馬連： 122，837，300円 馬単： 47，961，300円 ワイド： 83，328，000円
3連複： 181，944，300円 3連単： 206，600，900円 計： 794，978，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 190円 � 740円 � 660円 枠 連（1－1） 8，830円

馬 連 �� 6，850円 馬 単 �� 10，450円

ワ イ ド �� 2，140円 �� 2，210円 �� 6，230円

3 連 複 ��� 54，320円 3 連 単 ��� 221，900円

票 数

単勝票数 計 486260 的中 � 106425（1番人気）
複勝票数 計 775392 的中 � 141030（1番人気）� 23551（10番人気）� 26632（9番人気）
枠連票数 計 261410 的中 （1－1） 2294（27番人気）
馬連票数 計1228373 的中 �� 13894（25番人気）
馬単票数 計 479613 的中 �� 3441（38番人気）
ワイド票数 計 833280 的中 �� 10107（24番人気）�� 9799（25番人気）�� 3398（59番人気）
3連複票数 計1819443 的中 ��� 2512（151番人気）
3連単票数 計2066009 的中 ��� 675（634番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．0―11．2―11．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．6―44．8―55．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．1―3F34．1
3 ・（13，16）（3，9）（1，10）（7，11，14）2（8，12，6）4（5，15） 4 ・（13，16）（3，9）（1，10）（2，11，14，6）7（8，12）4，5，15

勝馬の
紹 介

�マリアズハート �
�
父 Shanghai Bobby �

�
母父 Maria’s Mon デビュー 2019．1．14 中山1着

2016．5．9生 牝3鹿 母 Maria’s Dance 母母 Ransom Dance 6戦4勝 賞金 50，944，000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。
（非当選馬） 3頭 イサチルホープ号・ブリッツアウェイ号・ボーダーオブライフ号

3302212月1日 晴 良 （1中山5） 第2日 第10競走 ��
��1，800�

いちかわ

市川ステークス
発走14時40分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下）；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

市川市長賞（1着）
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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

612 スウィフトレイド �6栗 57 石橋 脩 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 506＋ 81：52．5 17．1�
48 レッドフレイ 牡4黒鹿57 W．ビュイック �東京ホースレーシング 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 41：52．6	 1．7�
（英）

713 ブライトンロック 牡5黒鹿57 田辺 裕信坂巻 勝彦氏 田中 清隆 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 470＋ 41：52．81
 6．7�

23 ライジングドラゴン 牡4芦 57 石川裕紀人鈴木 義孝氏 吉田 直弘 新冠 芳住 鉄兵 448＋ 21：52．9� 21．0�
47 グラスブルース 牡5鹿 57 木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B518± 01：53．11� 30．8	
12 キーフラッシュ 牡4栗 57 武士沢友治北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 浜口牧場 492＋ 21：53．41� 16．7

36 ダノンロイヤル 牡4鹿 57 三浦 皇成�ダノックス 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 538＋ 4 〃 クビ 10．5�
24 シ ベ リ ウ ス 牡6栗 57 柴田 善臣浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B474＋ 41：53．93 65．4�
816� ジ ェ ミ ニ ズ 牡5栗 57 丸田 恭介ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 528＋121：54．0	 22．7
35 マイネルツァイト 牡5青鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新ひだか 原 フアーム 506± 01：54．2	 74．1�
815 オーヴォドーロ 牝4黒鹿55 大野 拓弥諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 466＋ 21：54．41� 11．1�
611 ベディヴィア 牡5栗 57 柴山 雄一 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 470＋101：54．5	 157．7�
11  ディープオーパス 牡6芦 57 武藤 雅深見 敏男氏 藤岡 健一 米 Richard

Shultz 498＋ 21：55．24 279．6�
59 グッドラックサマー 牡5栗 57 菅原 明良澤田 孝之氏 尾形 和幸 新ひだか 伊藤 敏明 546＋ 21：55．83� 23．3�
510 ボードウォーク 牝4鹿 55 黛 弘人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 新ひだか 橋本牧場 B450－ 21：56．33 36．5�
714 ネイビーブルー 牡6鹿 57 吉田 豊青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 B516± 02：00．1大差 233．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，663，500円 複勝： 80，637，500円 枠連： 32，409，200円
馬連： 137，606，600円 馬単： 62，734，900円 ワイド： 89，553，300円
3連複： 210，299，400円 3連単： 268，724，800円 計： 936，629，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，710円 複 勝 � 320円 � 110円 � 180円 枠 連（4－6） 1，630円

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 6，300円

ワ イ ド �� 780円 �� 1，100円 �� 380円

3 連 複 ��� 3，240円 3 連 単 ��� 31，500円

票 数

単勝票数 計 546635 的中 � 25551（6番人気）
複勝票数 計 806375 的中 � 43010（5番人気）� 272325（1番人気）� 98178（2番人気）
枠連票数 計 324092 的中 （4－6） 15352（6番人気）
馬連票数 計1376066 的中 �� 54403（7番人気）
馬単票数 計 627349 的中 �� 7464（19番人気）
ワイド票数 計 895533 的中 �� 28716（7番人気）�� 19698（13番人気）�� 65822（1番人気）
3連複票数 計2102994 的中 ��� 48645（4番人気）
3連単票数 計2687248 的中 ��� 6183（86番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．6―12．9―12．5―12．7―12．7―12．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―36．2―49．1―1：01．6―1：14．3―1：27．0―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スウィフトレイド �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2015．10．17 東京4着

2013．3．12生 �6栗 母 スウィフトテンパー 母母 Glasgow’s Gold 16戦5勝 賞金 75，520，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ネイビーブルー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年1月1日まで平地競走

に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 エムオーグリッタ号・シロニイ号・マイネルアンファン号
※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。



3302312月1日 晴 良 （1中山5） 第2日 第11競走 ��
��1，200�ラピスラズリステークス（Ｌ）

発走15時20分 （芝・右・外）
3歳以上；負担重量は，日本馬：3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万
円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競
走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

77 ナックビーナス 牝6青鹿58 田辺 裕信小松 欣也氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 534＋ 81：08．5 2．3�
89 ハ ウ メ ア 牝5栗 54 丸山 元気 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B482＋ 21：08．92	 4．1�
55 キングハート 牡6鹿 58 松岡 正海増田 陽一氏 星野 忍 新冠 奥山 博 498＋ 6 〃 クビ 18．2�
88 アルマエルナト 
8栗 56 柴田 大知コウトミックレーシング 伊藤 大士 浦河 小島牧場 480＋101：09．0� 15．9�
22 ラヴィングアンサー 牡5鹿 56 W．ビュイック 江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 496＋ 4 〃 ハナ 3．6�

（英）

33 カルヴァリオ 
6鹿 56 黛 弘人 	ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 476± 01：09．1	 15．0


11 アンフィトリテ 牝4鹿 54 丸田 恭介 �キャロットファーム 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 490＋ 8 〃 アタマ 21．9�
44 � シャドウノエル 牝4黒鹿54 津村 明秀飯塚 知一氏 角居 勝彦 仏 M. Patrick

Barbe 460－ 21：09．2	 16．0�
66 トウショウピスト 牡7鹿 57 江田 照男トウショウ産業	 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B490＋ 41：09．3	 74．9

（9頭）

売 得 金
単勝： 67，533，000円 複勝： 62，499，200円 枠連： 29，646，400円
馬連： 173，098，200円 馬単： 90，904，400円 ワイド： 81，169，300円
3連複： 222，193，800円 3連単： 456，275，000円 計： 1，183，319，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 130円 � 310円 枠 連（7－8） 360円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 210円 �� 560円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 2，010円 3 連 単 ��� 5，310円

票 数

単勝票数 計 675330 的中 � 233757（1番人気）
複勝票数 計 624992 的中 � 213126（1番人気）� 123738（2番人気）� 28873（7番人気）
枠連票数 計 296464 的中 （7－8） 63611（1番人気）
馬連票数 計1730982 的中 �� 275822（2番人気）
馬単票数 計 909044 的中 �� 98354（1番人気）
ワイド票数 計 811693 的中 �� 122094（1番人気）�� 34148（6番人気）�� 16252（17番人気）
3連複票数 計2221938 的中 ��� 82799（8番人気）
3連単票数 計4562750 的中 ��� 62238（13番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．7―11．5―10．8―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．4―35．1―46．6―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．1―3F33．4
3 7，8（1，9）5（4，2，6）3 4 7（8，9）（1，5）（4，2，6）3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナックビーナス �
�
父 ダイワメジャー �

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

2013．3．11生 牝6青鹿 母 レディトゥプリーズ 母母 Guilty Pleasure 33戦8勝 賞金 326，168，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔制裁〕 ナックビーナス号の騎手田辺裕信は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：5番・4番・3
番）

※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。

3302412月1日 晴 良 （1中山5） 第2日 第12競走 ��
��2，500�3歳以上2勝クラス

発走16時00分 （1000万円以下） （芝・右）
負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：28．2

良
良

66 カイザーヴェッター 牡4青鹿57 丸山 元気 �シルクレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム B484＋102：35．5 5．7�
11 カーロバンビーナ 牝4鹿 55 石橋 脩 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 408＋ 4 〃 クビ 5．8�
77 ホクセンジョウオー 牝4黒鹿55 大野 拓弥大野 裕氏 松山 将樹 日高 佐々木 康治 468－ 42：35．6クビ 72．5�
55 エイプリルミスト 牝5芦 55 W．ビュイック �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 448± 02：35．7� 2．0�

（英）

44 ドリームスピリット 牡4鹿 57
56 ☆武藤 雅落合 幸弘氏 武藤 善則 様似 中村 俊紀 514＋ 62：36．01	 5．7�

22 コロンバスデイ 牝4鹿 55 田辺 裕信 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 476＋ 8 〃 アタマ 5．1	
33 ミルトプレスト 牡5鹿 57 北村 宏司永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 日高 新井 昭二 500＋ 22：37．38 35．3


（7頭）

売 得 金
単勝： 65，519，100円 複勝： 49，365，500円 枠連： 発売なし
馬連： 104，431，000円 馬単： 58，727，900円 ワイド： 55，072，400円
3連複： 103，967，100円 3連単： 317，732，900円 計： 754，815，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 290円 � 310円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 2，180円

ワ イ ド �� 430円 �� 4，000円 �� 4，230円

3 連 複 ��� 19，340円 3 連 単 ��� 83，550円

票 数

単勝票数 計 655191 的中 � 90610（4番人気）
複勝票数 計 493655 的中 � 68517（4番人気）� 62718（5番人気）
馬連票数 計1044310 的中 �� 75368（5番人気）
馬単票数 計 587279 的中 �� 20183（10番人気）
ワイド票数 計 550724 的中 �� 36887（5番人気）�� 3338（18番人気）�� 3155（19番人気）
3連複票数 計1039671 的中 ��� 4030（28番人気）
3連単票数 計3177329 的中 ��� 2757（132番人気）

ハロンタイム 6．9―12．1―12．4―12．9―12．1―13．6―13．4―13．0―11．7―12．1―12．0―11．2―12．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
6．9―19．0―31．4―44．3―56．4―1：10．0―1：23．4―1：36．4―1：48．1―2：00．2―2：12．2―2：23．4

コーナー
通過順位

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

2
�
3（5，1）（2，4）（7，6）
4（5，1）（3，2，6）7

勝馬の
紹 介

カイザーヴェッター �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2017．10．29 東京4着

2015．5．1生 牡4青鹿 母 カ イ ゼ リ ン 母母 ブロードアピール 11戦3勝 賞金 33，754，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※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。

３レース目



（1中山5）第2日 12月1日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 168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

230，810，000円
7，380，000円
26，900，000円
1，300，000円
24，770，000円
71，404，500円
4，368，000円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
515，475，800円
733，628，000円
204，664，800円
1，033，800，800円
512，233，000円
673，021，700円
1，406，239，000円
2，143，898，600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 7，222，961，700円

総入場人員 24，572名 （有料入場人員 21，841名）
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