
3306112月15日 晴 良 （1中山5） 第6日 第1競走 ��1，200�2歳未勝利
発走9時50分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．2
1：10．2

不良
不良

713 スピーニディローザ 牝2栗 54
51 ▲小林 凌大矢野 秀春氏 大江原 哲 新ひだか 矢野牧場 440＋ 21：13．9 8．6�

59 スパークジョイ 牝2芦 54 吉田 豊西森 功氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 458± 01：14．0� 15．3�
816 ラヴアンドゲーム 牝2鹿 54 大野 拓弥 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 434－ 21：14．21� 14．2�
714 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 438＋ 2 〃 ハナ 2．8�
36 ユメミルユメコ 牝2芦 54 嶋田 純次�ミルファーム 南田美知雄 浦河 荻伏三好フ

アーム 430－ 21：14．41 204．2�
47 クリムゾンオーラ 牝2鹿 54 内田 博幸田頭 勇貴氏 清水 英克 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 446± 01：14．61 38．0	
510 タ チ ア オ イ 牝2栗 54

53 ☆野中悠太郎�和田牧場 和田正一郎 浦河 中村 雅明 434－ 4 〃 ハナ 26．8

611 スーシーホー 牝2鹿 54

53 ☆菊沢 一樹�門別牧場 高橋 文雅 新冠 武田 修一 440－ 41：14．7� 5．5�
35 ハワイアンムーン 牝2鹿 54 北村 宏司窪田 芳郎氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：14．8� 3．9
48 ル ナ ラ ン ス 牝2鹿 54

51 ▲菅原 明良�前川企画 武藤 善則 青森 太田ファーム B424－ 6 〃 クビ 125．8�
23 ルージュキッス 牝2黒鹿54 宮崎 北斗 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 平取 有限会社中
田牧場 430＋101：14．9� 205．5�

24 ク ロ ワ 牝2黒鹿54 岩部 純二島川 �哉氏 萱野 浩二 日高 有限会社 エ
スティファーム 400± 0 〃 アタマ 195．9�

11 モリトアリュルヒメ 牝2鹿 54 武士沢友治石橋 忠之氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 524－ 21：15．11� 157．7�
815 シェーブルドール 牝2鹿 54

52 △木幡 育也由井健太郎氏 竹内 正洋 新ひだか 千代田牧場 468＋ 61：15．2クビ 64．9�
12 チンクエテッレ 牝2鹿 54 三浦 皇成片山 博志氏 佐藤 吉勝 新冠 ヒカル牧場 412＋ 61：15．83� 79．2�
612 ボンジョルノ 牝2栗 54 丸山 元気谷岡 毅氏 金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 426－ 41：17．07 26．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，851，300円 複勝： 39，969，800円 枠連： 14，483，000円
馬連： 60，297，400円 馬単： 30，262，100円 ワイド： 45，791，000円
3連複： 90，772，000円 3連単： 101，370，100円 計： 412，796，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 290円 � 440円 � 480円 枠 連（5－7） 1，040円

馬 連 �� 4，810円 馬 単 �� 7，630円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 1，840円 �� 3，160円

3 連 複 ��� 20，870円 3 連 単 ��� 109，850円

票 数

単勝票数 計 298513 的中 � 29395（4番人気）
複勝票数 計 399698 的中 � 39116（4番人気）� 22924（5番人気）� 20726（6番人気）
枠連票数 計 144830 的中 （5－7） 10735（4番人気）
馬連票数 計 602974 的中 �� 9696（17番人気）
馬単票数 計 302621 的中 �� 2974（26番人気）
ワイド票数 計 457910 的中 �� 9649（11番人気）�� 6415（18番人気）�� 3670（29番人気）
3連複票数 計 907720 的中 ��� 3262（54番人気）
3連単票数 計1013701 的中 ��� 669（294番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．6―12．5―13．1―14．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―34．1―46．6―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スピーニディローザ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．6．29 福島6着

2017．5．6生 牝2栗 母 ローザミスティカ 母母 ロ ゼ カ ラ ー 6戦1勝 賞金 7，050，000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） 1頭 ゼンダンラビット号
（非抽選馬） 1頭 クイーンキャンディ号

3306212月15日 晴 良 （1中山5） 第6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

48 ヴィクトワールボス 牡2黒鹿55 三浦 皇成小田 吉男氏 岩戸 孝樹 日高 シンボリ牧場 502± 01：56．8 3．5�
611 ビービーレガロ 牡2鹿 55 武藤 雅�坂東牧場 戸田 博文 日高 ファーミングヤナキタ 528＋ 2 〃 アタマ 6．1�
713 ドノスティア 牡2黒鹿55 石橋 脩村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 530－ 61：57．97 3．6�
23 ショウナンアクア 牡2栗 55

52 ▲菅原 明良国本 哲秀氏 古賀 史生 新冠 ムラカミファーム 472＋ 21：58．0� 10．8�
11 セイユメアカリ 牡2黒鹿55 北村 宏司金田 成基氏 浅野洋一郎 むかわ 宇南山牧場 448＋ 61：58．1クビ 9．0�
36 リュードマン 牡2黒鹿55 大野 拓弥 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中川 公成 青森 風ノ丘ファーム 468± 01：58．52� 7．3

47 グラスディアブロ 牡2鹿 55 嶋田 純次半沢� 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 464＋ 81：58．6� 35．1�
816 エ ス ペ ル ト 牡2青鹿55 石川裕紀人	ラ・メール 池上 昌和 新ひだか 田中 裕之 480－ 4 〃 ハナ 166．2�
714 グラスフレイバー 牡2黒鹿55 内田 博幸尾田 信夫氏 松永 康利 浦河 丸幸小林牧場 B472－ 61：59．13 337．4
815 ネ オ デ レ ヤ 牡2栗 55 田辺 裕信西田 俊二氏 小西 一男 様似 猿倉牧場 482＋ 81：59．2クビ 42．5�
612 マイネルグランサム 牡2鹿 55 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥村 武 新冠 シンカンファーム 450± 0 〃 アタマ 70．5�
24 ヌ ン シ ー ズ 牡2鹿 55 木幡 巧也ヌンクラブ	 清水 英克 浦河 ディアレスト

クラブ 430＋ 61：59．41 247．8�
510 コパノカリブ 牝2栗 54 丹内 祐次小林 祥晃氏 斎藤 誠 日高 ヤナガワ牧場 456－ 22：00．25 72．9�
12 アンリーシュ 牝2鹿 54

51 ▲小林 凌大スリースターズレーシング 小西 一男 平取 北島牧場 422－ 82：00．3クビ 86．5�
35 ショウゲキノノロシ 牡2黒鹿55 武士沢友治福田 光博氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 426＋ 82：01．36 427．9�
59 クリノテッパン 牡2鹿 55 西田雄一郎栗本 博晴氏 天間 昭一 日高 川島 正広 490＋182：02．910 76．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，015，100円 複勝： 45，785，400円 枠連： 12，227，800円
馬連： 54，393，500円 馬単： 26，132，200円 ワイド： 40，651，000円
3連複： 76，214，600円 3連単： 87，499，600円 計： 372，919，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 160円 � 140円 枠 連（4－6） 630円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 300円 �� 290円 �� 350円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 4，640円

票 数

単勝票数 計 300151 的中 � 72389（1番人気）
複勝票数 計 457854 的中 � 96960（1番人気）� 68817（3番人気）� 85238（2番人気）
枠連票数 計 122278 的中 （4－6） 14970（2番人気）
馬連票数 計 543935 的中 �� 56745（2番人気）
馬単票数 計 261322 的中 �� 14936（1番人気）
ワイド票数 計 406510 的中 �� 35203（2番人気）�� 35715（1番人気）�� 28996（3番人気）
3連複票数 計 762146 的中 ��� 61475（1番人気）
3連単票数 計 874996 的中 ��� 13667（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．0―38．0―51．1―1：03．4―1：15．9―1：29．2―1：43．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．4―3F40．9
1
3
13，16（11，10）－12（6，8）7，1（3，15）2，14，4，5＝9・（13，16）10（11，8）12－（6，7）（3，15）－2，1（4，14）－5＝9

2
4

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

勝馬の
紹 介

ヴィクトワールボス �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．7．6 函館3着

2017．2．10生 牡2黒鹿 母 スイートブレナム 母母 カフェショコラ 6戦1勝 賞金 10，100，000円
〔発走状況〕 クリノテッパン号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔制裁〕 ビービーレガロ号の騎手武藤雅は，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：10番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノテッパン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年1月15日まで平地競走

に出走できない。

第５回 中山競馬 第６日
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気



3306312月15日 晴 良 （1中山5） 第6日 第3競走 ��
��1，200�2歳未勝利

発走10時45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
1：07．8
1：07．8

良
良

59 ネバーゴーンアウト 牡2青鹿55 柴田 善臣岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 新ひだか 中田 英樹 486－ 81：09．5 55．5�
510 グランエクセレント 牡2鹿 55 黛 弘人田畑 利彦氏 石毛 善彦 浦河 高昭牧場 516＋ 21：09．6� 6．4�
714 スズノヤマト 牡2鹿 55 勝浦 正樹小紫 嘉之氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 462－ 4 〃 ハナ 20．9�
24 イ ザ ラ 牝2鹿 54 田辺 裕信栗坂 崇氏 加藤 征弘 新ひだか タガミファーム 446＋ 41：09．7� 7．3�
816 ピクチャーポーズ 牝2鹿 54

51 ▲菅原 明良 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 438± 01：09．8� 14．3�
48 カガジャスティス 牡2鹿 55 大野 拓弥香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 土田 和男 504＋ 21：09．9� 29．9	
611 コスモカンツォーネ 牡2黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 日高 槇本牧場 438± 01：10．0� 25．8

36 シアープレジャー 牝2鹿 54 丸山 元気岡田 牧雄氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 416－ 21：10．1クビ 6．8�
713 ヴォールヴィコント 牝2鹿 54 三浦 皇成栗山 良子氏 上原 博之 日高 新井 昭二 490＋ 21：10．31	 3．8�
612 サントマリー 牝2栗 54

52 △木幡 育也岡田 牧雄氏 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 446＋ 21：10．51 51．3
12 マッチャパフェ 牝2鹿 54 M．デムーロ保坂 和孝氏 林 徹 浦河 ヒダカフアーム 450＋ 2 〃 アタマ 6．5�
815 エコロキングダム 牡2栃栗55 木幡 巧也原村 正紀氏 岩戸 孝樹 平取 オークツリー

ファーム 476－ 41：10．6� 140．3�
35 コスモイーゲル 牝2栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 472＋ 41：10．81	 166．2�
47 ミラノジェントル 牡2栗 55

52 ▲小林 凌大大原 詔宏氏 大江原 哲 浦河 有限会社
大原ファーム 428－ 21：11．33 69．7�

11 ルドラクシャ 牝2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 松山 将樹 新冠 村上 雅規 444＋ 61：11．83 12．5�
23 インノバドール 牝2鹿 54 武藤 雅ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 松栄牧場 468± 01：15．5大差 180．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，203，800円 複勝： 52，469，200円 枠連： 15，808，200円
馬連： 67，284，200円 馬単： 30，317，600円 ワイド： 52，262，500円
3連複： 98，654，800円 3連単： 97，563，000円 計： 450，563，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，550円 複 勝 � 1，580円 � 210円 � 700円 枠 連（5－5） 11，000円

馬 連 �� 21，760円 馬 単 �� 46，400円

ワ イ ド �� 6，210円 �� 13，210円 �� 2，150円

3 連 複 ��� 106，610円 3 連 単 ��� 862，590円

票 数

単勝票数 計 362038 的中 � 5529（12番人気）
複勝票数 計 524692 的中 � 7431（12番人気）� 80334（2番人気）� 17922（9番人気）
枠連票数 計 158082 的中 （5－5） 1113（31番人気）
馬連票数 計 672842 的中 �� 2396（54番人気）
馬単票数 計 303176 的中 �� 490（110番人気）
ワイド票数 計 522625 的中 �� 2160（56番人気）�� 1009（77番人気）�� 6385（25番人気）
3連複票数 計 986548 的中 ��� 694（226番人気）
3連単票数 計 975630 的中 ��� 82（1484番人気）

ハロンタイム 11．8―10．1―10．9―12．0―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―21．9―32．8―44．8―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ネバーゴーンアウト �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2019．7．7 福島4着

2017．3．13生 牡2青鹿 母 エバーシャイニング 母母 ルヴァーガール 3戦1勝 賞金 6，100，000円
〔制裁〕 グランエクセレント号の騎手黛弘人は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 インノバドール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年2月15日まで平地競走

に出走できない。

3306412月15日 晴 良 （1中山5） 第6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

24 シングンバズーカ 牡2黒鹿55 柴田 善臣伊坂 重憲氏 高市 圭二 日高 広富牧場 468－ 21：35．5 2．3�
23 タイキスウォード 牡2栗 55

54 ☆菊沢 一樹�大樹ファーム 高橋 祥泰 新ひだか 木村 秀則 448＋ 2 〃 クビ 4．7�
510 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 474＋ 21：35．92� 4．5�
713 ロッソビアンコ 牝2鹿 54 三浦 皇成平田 修氏 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 430－ 41：36．22 13．2�
35 キッズシタイヒャー 牡2黒鹿55 武士沢友治瀬谷 	雄氏 武市 康男 浦河 中村 雅明 450± 01：36．3クビ 258．1

48 アチェロイス 牝2栗 54 津村 明秀岡田 牧雄氏 菊沢 隆徳 日高 広富牧場 428＋ 21：36．4� 53．6�
47 アルソリート 牝2鹿 54 内田 博幸 Viridian Keiba Club 久保田貴士 洞�湖 レイクヴィラファーム 484± 01：36．5� 43．5�
59 トクシーズファー 牝2青鹿54 武藤 雅 AIレーシング 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 432± 0 〃 ハナ 8．7
612 ブロウンアウェイ 牝2鹿 54 丸山 元気岡田 牧雄氏 田島 俊明 浦河 王蔵牧場 430－ 41：36．6� 26．1�
816 オレンジブラウニー 牝2鹿 54 木幡 巧也田頭 勇貴氏 的場 均 日高 新井 昭二 430－241：36．8� 140．9�
36 トルベジーノ 牝2鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 日高 荒井ファーム B422＋ 21：37．12 226．4�
611 プラチナスター 牝2栗 54 柴田 大知落合 幸弘氏 伊藤 大士 新冠 新冠橋本牧場 436－ 41：37．2� 292．8�
12 リヴィエラボーイ 牡2黒鹿 55

54 ☆野中悠太郎吉岡 泰治氏 松山 将樹 新冠 アラキフアーム 456± 01：37．3� 34．1�
11 フェスティヴスーリ 牡2黒鹿55 田中 勝春臼井義太郎氏 天間 昭一 新ひだか 三木田牧場 458± 01：37．61� 121．8�
815 ファイナルアフェア 牝2鹿 54

52 △木幡 育也田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新ひだか 斉藤スタッド 416＋ 21：37．81� 474．6�
714 ジャストチョウサン 牡2黒鹿55 石川裕紀人�チョウサン 蛯名 利弘 平取 坂東牧場 482＋221：40．3大差 328．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，772，300円 複勝： 48，538，300円 枠連： 18，677，500円
馬連： 61，864，700円 馬単： 31，934，600円 ワイド： 42，511，900円
3連複： 84，610，700円 3連単： 106，943，800円 計： 425，853，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 140円 � 120円 枠 連（2－2） 450円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 190円 �� 200円 �� 350円

3 連 複 ��� 550円 3 連 単 ��� 1，910円

票 数

単勝票数 計 307723 的中 � 111311（1番人気）
複勝票数 計 485383 的中 � 184339（1番人気）� 62718（3番人気）� 91236（2番人気）
枠連票数 計 186775 的中 （2－2） 31573（2番人気）
馬連票数 計 618647 的中 �� 111626（1番人気）
馬単票数 計 319346 的中 �� 37691（1番人気）
ワイド票数 計 425119 的中 �� 60009（1番人気）�� 56050（2番人気）�� 25965（5番人気）
3連複票数 計 846107 的中 ��� 114781（1番人気）
3連単票数 計1069438 的中 ��� 40477（1番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―11．8―12．0―11．8―11．7―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．1―35．9―47．9―59．7―1：11．4―1：23．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．8

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

勝馬の
紹 介

シングンバズーカ �
�
父 シングンオペラ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．9．8 中山2着

2017．3．28生 牡2黒鹿 母 クーファゲルニカ 母母 エポカブラヴァ 5戦1勝 賞金 11，850，000円
〔制裁〕 アチェロイス号の騎手津村明秀は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：16番）

アチェロイス号の騎手津村明秀は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジャストチョウサン号は，「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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シャクライス号
（非抽選馬） 3頭 ケイティヒマワリ号・ココリミッション号・レディトゥラン号



3306512月15日 晴 良 （1中山5） 第6日 第5競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時05分 （ダート・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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

12 ファンファン 牡2黒鹿55 北村 宏司櫻井 正氏 深山 雅史 日高 高澤 正幸 446 ―1：13．5 6．4�
815 スズカキングボス 牡2鹿 55 内田 博幸永井 啓弍氏 田中 剛 浦河 信岡牧場 458 ― 〃 ハナ 8．3�
59 ド ロ ス 牡2黒鹿55 木幡 巧也外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 496 ―1：13．92 4．3�
510 トーセンリミテッド 牡2青鹿55 柴田 大知島川 �哉氏 深山 雅史 日高 有限会社 エ

スティファーム 516 ―1：14．22 12．6�
612 サクセスリバース 牡2黒鹿55 石川裕紀人髙嶋 哲氏 中舘 英二 平取 坂東牧場 508 ―1：14．3� 25．7�
36 リングアップ 牝2栗 54 三浦 皇成梶本 尚嗣氏 稲垣 幸雄 日高 前野牧場 488 ―1：14．4� 4．6	
816 リバティマインド 牡2栗 55 西田雄一郎島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 506 ― 〃 ハナ 18．2

48 ストームシップ 牡2栗 55

54 ☆野中悠太郎岡田 牧雄氏 栗田 徹 新冠 アラキフアーム 458 ―1：14．61 5．3�
24 ロマンスストーリー 牝2芦 54 岩部 純二�明栄商事 新開 幸一 日高 高柳 隆男 440 ― 〃 ハナ 91．4
714 ナイトクリーガー 牡2鹿 55 勝浦 正樹藤田 孟司氏 的場 均 日高 モリナガファーム 496 ―1：14．91� 146．7�
611 サンマルジョオー 牝2鹿 54

51 ▲小林 凌大相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 392 ―1：15．0� 60．3�
713 ボンジュールヘニー 牝2栗 54 木幡 初也田中善次郎氏 天間 昭一 浦河 市川フアーム 496 ― 〃 ハナ 50．1�
47 ソリッドアーマー �2栗 55 荻野 琢真渋谷 健作氏 的場 均 新ひだか 白井 吉美 430 ―1：15．63� 212．0�
23 シルバーウェーブ 牡2黒鹿55 嶋田 純次新井原 博氏 星野 忍 新冠 川上牧場 446 ― 〃 クビ 207．0�
11 バッハスピリッツ 牡2栗 55 武士沢友治小川 敏夫氏 小桧山 悟 清水 小野瀬 竜馬 438 ―1：15．81� 61．2�
35 ゴールドリアリティ 牝2鹿 54 田中 勝春居城 寿与氏 天間 昭一 新冠 北勝ファーム 450 ―1：18．9大差 33．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，724，100円 複勝： 42，141，500円 枠連： 19，136，800円
馬連： 58，055，200円 馬単： 28，763，500円 ワイド： 44，027，100円
3連複： 78，213，600円 3連単： 89，296，800円 計： 392，358，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 180円 � 230円 � 170円 枠 連（1－8） 1，360円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 3，850円

ワ イ ド �� 730円 �� 570円 �� 770円

3 連 複 ��� 3，640円 3 連 単 ��� 21，390円

票 数

単勝票数 計 327241 的中 � 42795（4番人気）
複勝票数 計 421415 的中 � 61064（4番人気）� 41793（5番人気）� 68520（2番人気）
枠連票数 計 191368 的中 （1－8） 10842（7番人気）
馬連票数 計 580552 的中 �� 20907（10番人気）
馬単票数 計 287635 的中 �� 5596（15番人気）
ワイド票数 計 440271 的中 �� 15265（7番人気）�� 20383（5番人気）�� 14472（10番人気）
3連複票数 計 782136 的中 ��� 16115（11番人気）
3連単票数 計 892968 的中 ��� 3026（62番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．9―12．6―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．9―47．5―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファンファン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 デュランダル 初出走

2017．4．16生 牡2黒鹿 母 フィールザファン 母母 フィールザビュウ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴールドリアリティ号は，「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19頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）19頭 アイスナイン号・アキラクン号・アルマセグレート号・エクスムーア号・ゴーゴーヘレンド号・

シゲルミョウジョウ号・ショーショーショー号・ストームファルコン号・スマイルオリオン号・タマモビックホーム号・
トキノヒト号・トランクイッロ号・トーセンシーバス号・ビクトリーマジック号・フレアリボン号・ララスカート号・
リリカルフレイム号・ロワマージュ号・ワイワイガール号

3306612月15日 晴 良 （1中山5） 第6日 第6競走 ��
��1，800�2歳新馬

発走12時35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
1：46．4
1：44．5

良
良

12 クリスタルブラック 牡2黒鹿55 吉田 豊岡田 勇氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 472 ―1：53．2 7．3�
816 マッチレスノヴェル 牝2栗 54 三浦 皇成吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 444 ―1：53．41� 11．7�
48 ビービーグエル 牡2鹿 55 伊藤 工真�坂東牧場 久保田貴士 新ひだか 松本牧場 506 ― 〃 クビ 10．3�
713 エターナルボンド 牡2黒鹿55 田辺 裕信 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 508 ―1：53．71� 2．3�
47 ネオマティリアル 牡2鹿 55 石川裕紀人田村 彰夫氏 相沢 郁 日高 浜本牧場 462 ― 〃 クビ 4．5�
815 マイネルクロンヌ 牡2鹿 55 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 浦河 小島牧場 512 ―1：54．23 12．2

59 ナムラキティー 牝2栗 54

51 ▲菅原 明良奈村 睦弘氏 荒川 義之 新ひだか 八田ファーム 466 ― 〃 クビ 59．1�
11 ロ ジ シ ッ プ 牡2鹿 55 内田 博幸久米田正明氏 本間 忍 新冠 秋田牧場 448 ―1：54．3クビ 48．5�
611 ペイシャジャングル 牡2鹿 55

53 △木幡 育也北所 直人氏 深山 雅史 平取 二風谷ファーム 486 ―1：54．4	 96．1
35 テ ン カ ビ ト 牡2栗 55 丸山 元気村田 哲朗氏 小野 次郎 新ひだか 千代田牧場 510 ― 〃 クビ 53．1�
612 プリティスラッガー 牝2青鹿 54

53 ☆菊沢 一樹丸岡 啓一氏 菊川 正達 新冠 村上牧場 404 ―1：54．71	 278．5�
23 
 オールプリンセス 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 独 Gestut

Brummerhof 404 ―1：54．8� 211．0�
510 ジツリキニコマル 牝2鹿 54 武士沢友治河合實貴男氏 稲垣 幸雄 日高 大矢牧場 454 ― 〃 アタマ 317．4�
714 セクシイライン 牝2青鹿 54

53 ☆野中悠太郎平岡 茂樹氏 菊川 正達 むかわ 平岡牧場 478 ―1：54．9� 86．1�
24 テ ィ ン パ ニ 牡2黒鹿55 柴田 善臣池田 草龍氏 粕谷 昌央 新冠 上井農場 506 ―1：55．0クビ 71．4�
36 エクステンデット 牡2栗 55 大野 拓弥	ラ・メール 奥村 武 新冠 松浦牧場 430 ―1：55．32 26．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，602，000円 複勝： 41，398，700円 枠連： 19，998，200円
馬連： 59，716，800円 馬単： 30，826，000円 ワイド： 41，843，800円
3連複： 77，419，900円 3連単： 95，538，000円 計： 406，343，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 230円 � 290円 � 260円 枠 連（1－8） 1，610円

馬 連 �� 3，790円 馬 単 �� 7，550円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 920円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 8，440円 3 連 単 ��� 53，320円

票 数

単勝票数 計 396020 的中 � 45862（3番人気）
複勝票数 計 413987 的中 � 49960（3番人気）� 35057（6番人気）� 40832（4番人気）
枠連票数 計 199982 的中 （1－8） 9588（6番人気）
馬連票数 計 597168 的中 �� 12194（12番人気）
馬単票数 計 308260 的中 �� 3059（25番人気）
ワイド票数 計 418438 的中 �� 8530（13番人気）�� 11951（10番人気）�� 6564（16番人気）
3連複票数 計 774199 的中 ��� 6873（23番人気）
3連単票数 計 955380 的中 ��� 1299（149番人気）

ハロンタイム 13．0―13．0―13．4―13．2―12．6―12．7―12．3―11．5―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―26．0―39．4―52．6―1：05．2―1：17．9―1：30．2―1：41．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．3
1
3
8，12，15，4（7，16）（1，9，13）（2，10）（3，14）（6，11）－5
8（12，15）（4，7，16）（1，9，13）（3，2）（10，14）（6，11）5

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

勝馬の
紹 介

クリスタルブラック �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 タイキシャトル 初出走

2017．4．25生 牡2黒鹿 母 アッシュケーク 母母 ケイアイグローリー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 オールプリンセス号の騎手柴田大知は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番）
※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 グランチーノ号・バイラモス号・フェルマーテ号



3306712月15日 晴 良 （1中山5） 第6日 第7競走 ��2，500�3歳以上1勝クラス
発走13時05分 （ダート・右）（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
2：38．6
2：38．6

不良
不良

57 ファイトアローン 牡4栗 57 黛 弘人�前川企画 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 538－122：42．8 9．1�
712� ワンダーラジャ 牡5栗 57 石橋 脩山本 能成氏 石坂 公一 浦河 秋場牧場 504－ 22：43．01� 1．9�
58 プレイングラン 牡3栗 55 吉田 豊スリースターズレーシング 小西 一男 新ひだか 平野牧場 478＋ 42：44．17 5．1�
69 サミットプッシュ 牡4青鹿57 丸山 元気 �キャロットファーム 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 486＋202：44．31� 36．2�
34 ユ メ ノ サ キ 牡4栗 57 大野 拓弥山田広太郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B550＋18 〃 クビ 27．0	
45 � トモジャプリマ 牝5黒鹿55 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 前谷 武志 458－ 82：44．4クビ 16．1

46 カ マ ク ラ 牝6黒鹿55 武藤 雅市川義美ホール

ディングス� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 468＋ 22：44．61� 7．4�
11 エグジットラック 牡5栗 57 勝浦 正樹戸賀 智子氏 田村 康仁 平取 清水牧場 530＋18 〃 アタマ 41．0�
33 アポロプリンセス 牝4栗 55 木幡 巧也アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新冠 山岡ファーム B494－ 22：45．66 14．3
610 ワンダーヴァレッタ 牡3栗 55 蛯名 正義山口 正行氏 中野 栄治 新冠 村上牧場 452＋ 62：46．45 88．5�
813 マイネルオニキス 牡3黒鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 深山 雅史 新ひだか 本桐牧場 494＋ 5 〃 ハナ 298．1�
711 トモジャタイクーン 牡4鹿 57 M．デムーロ吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 508＋ 6 〃 ハナ 16．7�
22 フォースリッチ 牡6黒鹿57 田中 勝春宇田 豊氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 484± 0 〃 クビ 186．4�
814� エムオーマックス 牡3栗 55

52 ▲菅原 明良大浅 貢氏 藤原 辰雄 日高 Wing Farm B486－ 42：49．7大差 96．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 38，051，400円 複勝： 52，833，100円 枠連： 21，693，300円
馬連： 78，699，400円 馬単： 37，476，500円 ワイド： 58，617，500円
3連複： 113，919，900円 3連単： 145，874，400円 計： 547，165，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 180円 � 120円 � 140円 枠 連（5－7） 250円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 2，210円

ワ イ ド �� 340円 �� 630円 �� 210円

3 連 複 ��� 910円 3 連 単 ��� 8，160円

票 数

単勝票数 計 380514 的中 � 33232（4番人気）
複勝票数 計 528331 的中 � 57991（4番人気）� 150154（1番人気）� 91023（2番人気）
枠連票数 計 216933 的中 （5－7） 65948（1番人気）
馬連票数 計 786994 的中 �� 77662（2番人気）
馬単票数 計 374765 的中 �� 12677（8番人気）
ワイド票数 計 586175 的中 �� 42921（3番人気）�� 20602（9番人気）�� 81021（1番人気）
3連複票数 計1139199 的中 ��� 92943（1番人気）
3連単票数 計1458744 的中 ��� 12949（16番人気）

ハロンタイム 7．2―11．8―12．0―12．9―13．4―14．2―14．2―13．5―12．6―12．4―12．6―12．7―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．2―19．0―31．0―43．9―57．3―1：11．5―1：25．7―1：39．2―1：51．8―2：04．2―2：16．8―2：29．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F51．0―3F38．6
1
�
5－9（4，11）12（7，13）－10，14，6（1，8）3，2
5，9（4，11，12）7，8（1，13）10（2，6）3＝14

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

勝馬の
紹 介

ファイトアローン �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Indian Ridge デビュー 2017．10．15 東京7着

2015．4．25生 牡4栗 母 バルドネキア 母母 Rosa de Caerleon 18戦2勝 賞金 29，750，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 エムオーマックス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年1月15日まで平地競
走に出走できない。

3306812月15日 晴 良 （1中山5） 第6日 第8競走 ��1，800�3歳以上2勝クラス
発走13時35分 （ダート・右）（1000万円以下）

牝；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
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
1：48．5
1：47．6

重
重

48 キャンディスイート 牝3鹿 54 横山 典弘吉田 千津氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 462＋ 81：54．3 6．0�
24 レトロフィット 牝3鹿 54 田辺 裕信吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 488＋ 2 〃 クビ 3．9�
815 オデュッセイア 牝4栗 55 大野 拓弥吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 476－ 21：54．72� 15．5�
713 ロジシルキー 牝3黒鹿54 津村 明秀久米田正明氏 大竹 正博 新冠 オリエント牧場 544＋ 41：54．8� 4．3�
35 マーガレットスカイ 牝4黒鹿 55

54 ☆野中悠太郎迎 徹氏 黒岩 陽一 日高 沖田牧場 496－ 41：54．9� 22．2�
59 タガノエルフ 牝4黒鹿 55

52 ▲菅原 明良八木 良司氏 安田 隆行 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 470－ 21：55．0� 8．7�

23 カリーニョミノル 牝5鹿 55 蛯名 正義吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 508＋221：55．1クビ 86．2	
36 アポロマーキュリー 牝5栗 55 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 三輪 幸子 478＋ 2 〃 クビ 31．8

47 フレッシビレ 牝4栗 55 丹内 祐次�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 514＋ 81：55．3� 350．2�
816 ブリリアントリリー 牝4鹿 55 石橋 脩 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 468－ 4 〃 アタマ 34．7�
612 キコクイーン 牝3青 54 柴山 雄一若草クラブ 浅見 秀一 新冠 八木 明広 444＋ 81：55．4� 22．2�
12 � グラマラスライフ 牝4黒鹿55 丸山 元気 �シルクレーシング 田中 博康 安平 ノーザンファーム B484＋ 61：55．5� 6．1�
510 コロニアルスタイル 牝5栗 55 内田 博幸吉田 照哉氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 464＋ 21：56．13� 65．1�
714� レイナデルビエント 牝4鹿 55 西田雄一郎佐々木雄二氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム B484＋ 41：56．95 190．2�
11 ドヒョウギワ 牝4栗 55 黛 弘人芳賀 克也氏 中野 栄治 新冠 タニグチ牧場 484－ 41：57．32� 142．2�
611 ルプレジール 牝3鹿 54 北村 宏司 �社台レースホース藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋ 41：57．4� 14．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，886，500円 複勝： 71，045，000円 枠連： 21，476，100円
馬連： 96，730，300円 馬単： 38，915，400円 ワイド： 68，209，100円
3連複： 130，091，100円 3連単： 146，929，500円 計： 619，283，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 200円 � 160円 � 380円 枠 連（2－4） 1，340円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 2，790円

ワ イ ド �� 540円 �� 1，530円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 6，070円 3 連 単 ��� 25，690円

票 数

単勝票数 計 458865 的中 � 60687（3番人気）
複勝票数 計 710450 的中 � 91892（4番人気）� 143720（1番人気）� 38038（7番人気）
枠連票数 計 214761 的中 （2－4） 12366（3番人気）
馬連票数 計 967303 的中 �� 53781（3番人気）
馬単票数 計 389154 的中 �� 10450（5番人気）
ワイド票数 計 682091 的中 �� 34115（3番人気）�� 11073（18番人気）�� 14244（13番人気）
3連複票数 計1300911 的中 ��� 16070（15番人気）
3連単票数 計1469295 的中 ��� 4145（59番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―13．2―13．0―12．4―12．3―12．4―12．9―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―37．8―50．8―1：03．2―1：15．5―1：27．9―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キャンディスイート �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Pure Prize デビュー 2018．11．17 東京11着

2016．2．9生 牝3鹿 母 キャンディネバダ 母母 Candy Sola 9戦3勝 賞金 26，000，000円
〔制裁〕 タガノエルフ号の騎手菅原明良は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
※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 ケイツーリラ号・テンノサクラコ号・ベルキューズ号



3306912月15日 晴 良 （1中山5） 第6日 第9競走 ��
��1，200�

ま い は ま

舞 浜 特 別
発走14時05分 （ダート・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；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 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

611 オリオンパッチ 牡3黒鹿56 田辺 裕信陳 立文氏 加藤 征弘 浦河 バンブー牧場 500＋ 61：10．6 2．8�
47 アルベルティーヌ 牝4黒鹿55 田中 勝春村野 康司氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 450＋ 4 〃 アタマ 7．2�
59 アイアムハヤスギル 牡3黒鹿56 横山 典弘堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 482＋ 21：10．92 3．2�
36 イナズママンボ 牝5鹿 55 石川裕紀人小泉 賢悟氏 高柳 大輔 日高 高柳 隆男 B470± 01：11．21� 88．9�
24 	 エタニティーワルツ 牡6黒鹿57 丸山 元気村島 昭男氏 大和田 成 新ひだか 及川 幸夫 B498－ 61：11．3クビ 25．3�
11 
 ブランメジェール 牝5芦 55 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 米 White Fox
Farm 476± 0 〃 ハナ 6．2	

510 ミスズマンボ 牝6青鹿55 三浦 皇成永井 啓弍氏 安田 翔伍 新ひだか グランド牧場 446± 0 〃 クビ 36．6

23 サンビショップ �7栗 57 丹内 祐次�三嶋牧場 谷 潔 浦河 吉田 又治 468－ 2 〃 ハナ 66．8�
48 ポートナイトサイト 牝4栗 55 北村 宏司ライオンレースホース� 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 476＋101：11．4� 74．4
714 ポップシンガー 牝5鹿 55 津村 明秀村山 卓也氏 鈴木 伸尋 日高 川島 正広 468＋ 61：11．5� 11．1�
815 フォーティプリンス 牡5栗 57 野中悠太郎ホースアディクト小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 482＋ 41：12．03 112．1�
35 ト ッ カ ー タ 牡4黒鹿57 武藤 雅門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか フジワラフアーム 496＋ 81：12．1� 38．8�
816 メイショウアテン 牝5鹿 55 内田 博幸松本 好雄氏 和田 勇介 様似 中脇 一幸 B478＋ 6 〃 クビ 240．2�
713	 ステラルーチェ 牡7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 B490＋ 61：12．31 199．6�
12 ハクナマタタ 牡3鹿 56 黛 弘人�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B500＋ 41：12．4� 37．1�
612 スマートシャヒーン 牡5芦 57 蛯名 正義大川 徹氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B494＋121：14．7大差 45．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，671，500円 複勝： 64，043，000円 枠連： 25，198，600円
馬連： 116，218，500円 馬単： 52，174，800円 ワイド： 73，000，000円
3連複： 158，626，200円 3連単： 198，224，300円 計： 733，156，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 170円 � 130円 枠 連（4－6） 1，140円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 400円 �� 200円 �� 390円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 4，310円

票 数

単勝票数 計 456715 的中 � 128701（1番人気）
複勝票数 計 640430 的中 � 144488（1番人気）� 77274（4番人気）� 142785（2番人気）
枠連票数 計 251986 的中 （4－6） 17013（5番人気）
馬連票数 計1162185 的中 �� 87812（2番人気）
馬単票数 計 521748 的中 �� 25546（3番人気）
ワイド票数 計 730000 的中 �� 42566（4番人気）�� 107574（1番人気）�� 44066（3番人気）
3連複票数 計1586262 的中 ��� 147682（1番人気）
3連単票数 計1982243 的中 ��� 33291（7番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．4―11．8―11．9―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．7―45．5―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オリオンパッチ �
�
父 バンブーエール �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2018．8．25 札幌7着

2016．5．5生 牡3黒鹿 母 ブラックカシミール 母母 リンダムヘール 11戦3勝 賞金 46，230，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スマートシャヒーン号は，「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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ボクノナオミ号
（非抽選馬） 8頭 オレノマニラ号・グラスボイジャー号・クリノレオノール号・コーラルプリンセス号・サウンドジャンゴ号・

トラストロン号・ブルヴェルソン号・レイデマー号

3307012月15日 晴 良 （1中山5） 第6日 第10競走 ��
��1，800�

ほくそう

北総ステークス
発走14時40分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），30．12．15以降1．12．8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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

45 ゴルトマイスター 牡3栗 55 武藤 雅 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 564± 01：52．9 2．8�

710 リワードアンヴァル 牡3栗 55 三浦 皇成宮﨑 冴子氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社
リワード 514＋ 81：53．11� 3．6�

711 エムオーグリッタ 牡5鹿 55 津村 明秀大浅 貢氏 古賀 慎明 安平 �橋本牧場 B494＋ 21：53．41� 7．5�
33 マイネルアンファン 牡4栗 53 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 522＋ 81：53．61 23．1�
57 タガノファジョーロ 牡3鹿 54 	島 良太八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B454－ 41：53．91
 15．1�
56 グラスブルース 牡5鹿 55 木幡 巧也半沢	 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B522＋ 4 〃 クビ 9．5

11 フクサンローズ 牝5鹿 52 野中悠太郎小沼 博氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 452－ 8 〃 クビ 7．7�
813 ビービーガウディ 牡5栗 54 田辺 裕信	坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 484＋ 6 〃 ハナ 39．4�
812 メガオパールカフェ 牡8栗 52 内田 博幸西川 光一氏 和田 勇介 日高 ヤナガワ牧場 542＋ 41：54．11� 130．5
68 マイネルツァイト 牡5青鹿53 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 508＋ 21：54．2� 71．0�
44 ラスティユース 牡4栗 53 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 496± 01：54．83� 25．2�
69 スピーディクール �5栗 55 横山 典弘ライオンレースホース� 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 484± 01：55．12 26．1�
22 グッドラックサマー 牡5栗 54 菅原 明良澤田 孝之氏 尾形 和幸 新ひだか 伊藤 敏明 550＋ 41：55．95 52．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 60，402，200円 複勝： 79，706，400円 枠連： 34，082，000円
馬連： 141，869，800円 馬単： 61，605，600円 ワイド： 87，580，800円
3連複： 189，884，900円 3連単： 250，305，700円 計： 905，437，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 150円 � 190円 枠 連（4－7） 310円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 270円 �� 440円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 4，040円

票 数

単勝票数 計 604022 的中 � 171530（1番人気）
複勝票数 計 797064 的中 � 172914（1番人気）� 143567（2番人気）� 91115（3番人気）
枠連票数 計 340820 的中 （4－7） 82984（1番人気）
馬連票数 計1418698 的中 �� 215077（1番人気）
馬単票数 計 616056 的中 �� 50820（1番人気）
ワイド票数 計 875808 的中 �� 90688（1番人気）�� 48806（2番人気）�� 41012（5番人気）
3連複票数 計1898849 的中 ��� 117941（1番人気）
3連単票数 計2503057 的中 ��� 44843（2番人気）

ハロンタイム 12．4―11．7―12．8―13．0―12．6―12．6―12．5―12．0―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．1―36．9―49．9―1：02．5―1：15．1―1：27．6―1：39．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F37．8
1
3
10－4（1，2）11，5（6，8）12（7，13）－3，9
10，11（4，5）8（1，2）12（6，13）（7，3）－9

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

勝馬の
紹 介

ゴルトマイスター �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．10．20 京都1着

2016．2．18生 牡3栗 母 ナスケンアイリス 母母 オブザーヴァント 8戦4勝 賞金 55，486，000円



3307112月15日 晴 良 （1中山5） 第6日 第11競走 ��
��1，800�ディセンバーステークス（Ｌ）

発走15時20分 （芝・右）
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 26，000，000円 10，000，000円 6，500，000円 3，900，000円 2，600，000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
1：44．9
1：43．9

良
良

611 セダブリランテス 牡5鹿 56 石川裕紀人 �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 526＋ 21：47．3 2．9�

23 ウインイクシード 牡5黒鹿56 三浦 皇成�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 496＋ 21：47．51	 4．2�
510 イレイション 牡7栗 56 北村 宏司ゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500＋ 41：47．71 17．7�
36 エ ン ジ ニ ア 牡6鹿 56 田辺 裕信髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 482＋ 21：47．91
 25．5�
48 アンノートル 牡5鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 博康 日高 山際 辰夫 B514－ 2 〃 ハナ 27．8	
47 メイショウオワラ 牝5鹿 54 石橋 脩松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 468± 01：48．11	 28．4

24 サーブルオール 牡6鹿 56 津村 明秀 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 488＋ 2 〃 クビ 10．4�
714 ナイトオブナイツ 牡6栗 57 横山 典弘市川義美ホール

ディングス� 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 464± 01：48．2クビ 16．5�
59 � ソッサスブレイ 牡5栗 56 柴山 雄一手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 新冠 コスモヴューファーム 460＋ 41：48．41	 512．9
11 マイネルハニー 牡6鹿 58 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 徹 浦河 高昭牧場 482＋ 61：48．5
 33．7�
815 アストラエンブレム �6鹿 57 丸山 元気 �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 476± 01：48．6
 14．6�
713 ベステンダンク 牡7栗 57 M．デムーロ 市川義美ホールディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 508－101：48．7 12．2�
816 レトロロック 牡7鹿 57 野中悠太郎金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 484－ 41：48．91
 232．5�
35 シャイニープリンス 牡9青鹿58 勝浦 正樹小林 昌志氏 深山 雅史 平取 コアレススタッド 510＋201：49．11	 265．8�
612 マイネルフロスト 牡8芦 58 木幡 巧也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 競優牧場 B494± 01：49．2
 188．5�
12 サンリヴァル 牡4鹿 57 内田 博幸幅田 京子氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 500＋ 61：49．41
 6．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 92，453，100円 複勝： 120，922，000円 枠連： 71，103，800円
馬連： 305，798，800円 馬単： 119，881，400円 ワイド： 160，790，200円
3連複： 452，820，400円 3連単： 567，531，000円 計： 1，891，300，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 140円 � 320円 枠 連（2－6） 520円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 310円 �� 1，020円 �� 740円

3 連 複 ��� 3，040円 3 連 単 ��� 10，360円

票 数

単勝票数 計 924531 的中 � 246935（1番人気）
複勝票数 計1209220 的中 � 257393（1番人気）� 247062（2番人気）� 68301（8番人気）
枠連票数 計 711038 的中 （2－6） 105323（1番人気）
馬連票数 計3057988 的中 �� 298935（1番人気）
馬単票数 計1198814 的中 �� 73512（1番人気）
ワイド票数 計1607902 的中 �� 146699（1番人気）�� 37556（12番人気）�� 53356（6番人気）
3連複票数 計4528204 的中 ��� 111633（5番人気）
3連単票数 計5675310 的中 ��� 39690（10番人気）

ハロンタイム 12．7―12．1―12．6―12．3―11．6―11．4―11．4―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．8―37．4―49．7―1：01．3―1：12．7―1：24．1―1：35．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．0―3F34．6
1
3

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

勝馬の
紹 介

セダブリランテス �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．12．10 中山1着

2014．1．12生 牡5鹿 母 シルクユニバーサル 母母 トロピカルサウンドⅡ 7戦5勝 賞金 137，800，000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。
（非抽選馬） 2頭 ウインファビラス号・キャプテンペリー号

3307212月15日 晴 良 （1中山5） 第6日 第12競走 ��2，200�3歳以上1勝クラス
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
2：09．7

良
良

612 マイネルステレール 牡3鹿 55 丹内 祐次 �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 480＋ 42：15．5 18．5�

36 ネ ガ イ 牝3鹿 53 津村 明秀石川 達絵氏 奥村 武 日高 白井牧場 456－ 22：15．71� 11．1�
11 プ ル ク ラ 牡3栗 55 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 468－ 22：15．8� 2．5�
12 � アルスラーン 牡4黒鹿 57

54 ▲小林 凌大小泉 修氏 小西 一男 新ひだか 前谷 武志 498＋ 4 〃 クビ 52．7�
713 ホウオウエーデル 牡3鹿 55 石川裕紀人小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 62：16．01� 15．3�
611 ワセダインブルー 牡4鹿 57 田辺 裕信大冨 智弘氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 448＋10 〃 ハナ 7．7	
817 ツクバソヴァール 牡3黒鹿55 横山 典弘細谷 武史氏 杉浦 宏昭 伊達 高橋農場 480＋10 〃 クビ 18．3

23 トーセンヴィガー 牡4鹿 57 宮崎 北斗島川 �哉氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 488＋ 82：16．1� 72．8�
47 シゲルシイタケ 牡4鹿 57 蛯名 正義森中 蕃氏 中野 栄治 浦河 王蔵牧場 456－ 2 〃 クビ 70．5
24 レ オ 牡3芦 55 木幡 巧也 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 516－ 42：16．31� 64．8�
48 ウイングセクション 牡4栗 57 内田 博幸 �サンデーレーシング 田中 剛 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋ 4 〃 クビ 11．9�
816 トーセンギムレット 牡3鹿 55 岩部 純二島川 �哉氏 萱野 浩二 日高 有限会社 エ

スティファーム 526± 02：16．5	 77．2�
59 レッドクーゲル 牡3栗 55 M．デムーロ �東京ホースレーシング 尾関 知人 日高 下河辺牧場 440± 0 〃 アタマ 3．6�
510 ゴールドアックス 牡3鹿 55 丸山 元気 �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 426＋102：16．6� 72．8�
715 プランスシャルマン 
6栗 57 田中 勝春村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 460－ 4 〃 クビ 243．6�
818 チェリーレッド 牝3青鹿53 柴田 善臣佐藤 良二氏 小野 次郎 新ひだか 前谷 武志 456± 02：16．92 56．5�
714 クライベイビー 牝5栗 55

54 ☆菊沢 一樹�G1レーシング 菊沢 隆徳 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486＋ 42：17．0クビ 268．4�

35 ギャラントグリフ 
6黒鹿57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 稲垣 幸雄 日高 鹿戸 正幸 524± 02：18．59 267．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 79，173，500円 複勝： 103，594，400円 枠連： 41，838，500円
馬連： 170，645，300円 馬単： 79，198，100円 ワイド： 122，901，800円
3連複： 252，398，400円 3連単： 340，049，300円 計： 1，189，799，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，850円 複 勝 � 400円 � 280円 � 130円 枠 連（3－6） 3，270円

馬 連 �� 13，910円 馬 単 �� 25，960円

ワ イ ド �� 2，830円 �� 980円 �� 580円

3 連 複 ��� 11，540円 3 連 単 ��� 128，600円

票 数

単勝票数 計 791735 的中 � 34100（8番人気）
複勝票数 計1035944 的中 � 49564（7番人気）� 78601（4番人気）� 300461（1番人気）
枠連票数 計 418385 的中 （3－6） 9898（15番人気）
馬連票数 計1706453 的中 �� 9507（39番人気）
馬単票数 計 791981 的中 �� 2288（76番人気）
ワイド票数 計1229018 的中 �� 10586（29番人気）�� 32099（9番人気）�� 57197（3番人気）
3連複票数 計2523984 的中 ��� 16400（32番人気）
3連単票数 計3400493 的中 ��� 1917（346番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．7―13．0―13．0―12．6―12．6―12．0―11．7―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．1―36．8―49．8―1：02．8―1：15．4―1：28．0―1：40．0―1：51．7―2：03．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．5―3F35．5
1
3

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

2
4

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

マイネルステレール �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．10．28 東京13着

2016．5．13生 牡3鹿 母 マイネルーチェ 母母 マイネブリリアン 15戦2勝 賞金 21，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。

３レース目



（1中山5）第6日 12月15日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 189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

226，720，000円
2，590，000円
26，830，000円
1，480，000円
25，040，000円
81，064，000円
4，914，000円
1，814，400円

勝馬投票券売得金
560，806，800円
762，446，800円
315，723，800円
1，271，573，900円
567，487，800円
838，186，700円
1，803，626，500円
2，227，125，500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 8，346，977，800円

総入場人員 25，476名 （有料入場人員 22，511名）
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