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00001 1月6日 晴 良 （30中山1）第1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）

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

815 コウギョウブライト 牡3芦 56 戸崎 圭太小林 秀樹氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 462± 01：12．9 2．0�
23 ユ メ イ チ ズ 牡3栗 56 松岡 正海上田 忠男氏 浅野洋一郎 新ひだか 中田 浩美 478＋ 41：13．0� 6．7�
36 ド リ ュ ウ 牡3栗 56 田辺 裕信�ミルファーム 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 442＋121：13．21� 7．6�
59 ザ ブ ル グ 牡3鹿 56 三浦 皇成中村 智幸氏 高柳 瑞樹 森 笹川大晃牧場 464＋ 81：13．3クビ 48．5�
510 メタルカラー 牝3栗 54 石橋 脩�サンライズ 新開 幸一 浦河 中脇 満 456＋101：13．51� 61．9�
24 ブラウローゼット 牡3青鹿56 宮崎 北斗 �コスモヴューファーム 粕谷 昌央 新ひだか 加野牧場 B486＋ 8 〃 ハナ 19．2	
47 シャドウラーテル 牡3黒鹿56 岩田 康誠
Shadow 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 484＋ 41：13．6� 7．5�
48 ロマンスガッサン 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子西村 專次氏 鈴木 伸尋 新冠 八木 明広 482＋ 41：13．81� 26．8�
816 サムシングクール 牝3鹿 54 吉田 隼人桜井 忠隆氏 中川 公成 苫小牧 藤澤 昭勝 428－ 41：14．22� 10．8
11 マヤノフロスティ 牡3芦 56

55 ☆木幡 巧也田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 504＋ 61：14．41� 19．5�
12 バイクトライアル 牡3鹿 56 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 加藤 和宏 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 474＋381：14．61 230．3�
713 ココリエルサ 牝3黒鹿54 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 468－ 61：14．7� 142．0�
714 フォレストガーデン 牝3黒鹿 54

51 ▲武藤 雅田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 スカイビーチステーブル 450± 0 〃 ハナ 36．2�
612 ジーアイスピリッツ 牡3鹿 56 田中 勝春岩崎 充利氏 谷原 義明 日高 碧雲牧場 422＋ 21：15．02 239．2�
611 デルマベルモット 牡3鹿 56

53 ▲菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーヒルファーム 452± 0 〃 ハナ 128．5�
35 パ ル シ ア 牝3鹿 54 丸田 恭介折手 邦雄氏 石毛 善彦 新ひだか 折手牧場 442－ 41：15．63� 48．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，086，400円 複勝： 57，431，600円 枠連： 22，666，100円
馬連： 84，291，500円 馬単： 41，176，000円 ワイド： 53，153，400円
3連複： 118，207，300円 3連単： 138，408，700円 計： 549，421，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 140円 � 180円 枠 連（2－8） 390円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 270円 �� 350円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，290円 3 連 単 ��� 4，060円

票 数

単勝票数 計 340864 的中 � 135857（1番人気）
複勝票数 計 574316 的中 � 201721（1番人気）� 90821（2番人気）� 59006（3番人気）
枠連票数 計 226661 的中 （2－8） 44907（1番人気）
馬連票数 計 842915 的中 �� 94125（1番人気）
馬単票数 計 411760 的中 �� 31265（1番人気）
ワイド票数 計 531534 的中 �� 53746（1番人気）�� 39607（3番人気）�� 19777（6番人気）
3連複票数 計1182073 的中 ��� 68336（1番人気）
3連単票数 計1384087 的中 ��� 24714（1番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．7―12．5―12．6―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―34．1―46．6―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コウギョウブライト �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2017．8．19 新潟12着

2015．3．5生 牡3芦 母 リトルブレッシング 母母 サワヤカプリンセス 5戦1勝 賞金 8，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 タイセイレーベン号・ニシノシノブ号
（非抽選馬） 4頭 カプリッチョ号・フクノヴァランス号・プリティロコガール号・ムーンサルト号

00002 1月6日 晴 良 （30中山1）第1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

714 トーセンゼロス 牡3黒鹿56 内田 博幸島川 �哉氏 池上 昌和 新ひだか 下屋敷牧場 468－ 41：56．4 3．9�
59 スプレンダドシング �3黒鹿56 丸田 恭介山科 統氏 大竹 正博 浦河 谷川牧場 480－ 81：57．03� 108．0�
12 ブルベアクワイ 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹 �ブルアンドベア 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 462－ 61：57．31� 35．2�
611 シ シ ハ ク ト 牡3鹿 56 戸崎 圭太�イージス 加藤 征弘 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 488＋ 41：57．83 11．9�
816 ヘ キ ギ ョ ク 牡3鹿 56 柴山 雄一ライオンレースホース� 根本 康広 新ひだか 高橋 修 536－ 21：57．9クビ 7．3	
713 オワゾードール 牡3鹿 56 北村 宏司 Viridian Keiba Club 久保田貴士 千歳 社台ファーム 480＋ 41：58．0� 2．8

48 ミツオサウスポー 牡3栗 56 吉田 隼人菊地 祐司氏 大江原 哲 むかわ 上水牧場 512＋ 6 〃 アタマ 9．2�
23 エールブラン 牡3芦 56

53 ▲武藤 雅 �キャロットファーム 上原 博之 新ひだか 井高牧場 B504± 01：58．42� 14．8
510 エスポワールカフェ 牡3栗 56 横山 和生西川 光一氏 小島 太 浦河 太陽牧場 462＋ 21：58．71� 33．9�
35 ケイジーワンダー 牡3黒鹿56 岩部 純二鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 516－ 6 〃 アタマ 176．0�
47 ホーネットドリーム 牡3栗 56 西田雄一郎田島 政光氏 松永 康利 日高 モリナガファーム 448－ 21：59．02 265．7�
24 テイエムヘニーズ 牡3鹿 56 横山 典弘竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 北星村田牧場 482＋101：59．31� 12．4�
815 ホ ク サ イ 牡3栗 56 江田 照男手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 浦河 金石牧場 446＋ 21：59．61� 149．3�
36 ヒューリスティクス �3鹿 56 勝浦 正樹池谷 誠一氏 竹内 正洋 むかわ 上水牧場 B512＋ 4 〃 クビ 17．6�
612 トニーシャレード 牡3青鹿56 柴田 大知トニー倶楽部 星野 忍 新ひだか 静内山田牧場 480＋ 61：59．81	 72．7�
11 ユウコニホレタ 牝3青鹿54 的場 勇人井上 久光氏 的場 均 安平 吉田牧場 444± 02：06．2大差 100．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，854，900円 複勝： 45，074，600円 枠連： 21，520，800円
馬連： 74，950，200円 馬単： 35，043，200円 ワイド： 45，065，800円
3連複： 97，017，700円 3連単： 115，100，600円 計： 464，627，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 180円 � 2，950円 � 700円 枠 連（5－7） 2，610円

馬 連 �� 43，310円 馬 単 �� 56，270円

ワ イ ド �� 9，960円 �� 1，960円 �� 32，590円

3 連 複 ��� 277，720円 3 連 単 ��� 2，035，310円

票 数

単勝票数 計 308549 的中 � 63277（2番人気）
複勝票数 計 450746 的中 � 90788（2番人気）� 3175（13番人気）� 14658（9番人気）
枠連票数 計 215208 的中 （5－7） 6387（8番人気）
馬連票数 計 749502 的中 �� 1341（54番人気）
馬単票数 計 350432 的中 �� 467（92番人気）
ワイド票数 計 450658 的中 �� 1158（57番人気）�� 6061（19番人気）�� 352（93番人気）
3連複票数 計 970177 的中 ��� 262（247番人気）
3連単票数 計1151006 的中 ��� 41（1518番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―36．3―49．6―1：02．9―1：16．5―1：29．5―1：42．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．5―3F39．9
1
3
・（1，6）16，11－12，3－15（4，13）（8，14）10，2，7，9－5・（6，16，9）（11，13）14（1，12，10）（3，8）（2，4）7－15，5

2
4

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

トーセンゼロス �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2017．10．22 東京3着

2015．5．17生 牡3黒鹿 母 エリモエポナ 母母 エリモロマンス 4戦1勝 賞金 10，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユウコニホレタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年2月6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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 アルファルミナス号・カシノクリス号・プローシブル号・マイネルリノセロス号・ロマンレガシ号

第１回 中山競馬 第１日



00003 1月6日 晴 良 （30中山1）第1日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時55分 （ダート・右）

牝，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

47 アトムアストレア 牝3鹿 54 北村 宏司永井 廣司氏 勢司 和浩 新冠 隆栄牧場 458 ―1：57．7 52．6�
22 マイントラウム 牝3鹿 54 田辺 裕信 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム 490 ―1：58．02 2．8�
611 ミ サ コ 牝3芦 54 三浦 皇成由井健太郎氏 萩原 清 浦河 酒井牧場 478 ― 〃 ハナ 5．1�
59 アスカリアン 牝3黒鹿54 福永 祐一上野 武氏 谷 潔 新ひだか 藤原牧場 490 ―1：58．21� 4．3�
610 フ ク キ タ ル 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎佐藤 範夫氏 竹内 正洋 青森 ワールドファーム 444 ―1：58．41 17．8�
11 ポンデザール 牝3黒鹿54 石橋 脩 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 460 ― 〃 クビ 8．4	
23 ベラマレーナ 牝3栗 54 松岡 正海小佐野 保氏 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 452 ―1：58．71� 73．3

713 シンボリセイント 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 460 ―1：58．8� 112．6�
34 ゲットザピクチャー 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹�高橋ファーム 伊藤 伸一 新ひだか 前田牧場 420 ―1：59．54 150．9�
814 ニシノハイブリッジ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹西山 茂行氏 上原 博之 浦河 桑田牧場 438 ―1：59．6� 94．6
35 トーホウグラマラス 牝3鹿 54 蛯名 正義東豊物産� 田中 清隆 日高 大江牧場 488 ―2：00．87 14．6�
46 サンズエーガル 牝3栗 54 西田雄一郎天堀 忠博氏 岩戸 孝樹 新ひだか 武 牧場 492 ― 〃 クビ 86．1�
58 ヴィクトアリー 牝3栗 54 内田 博幸窪田 康志氏 田島 俊明 浦河 有限会社

吉田ファーム 458 ―2：00．9クビ 31．2�
712 ワンダーパチャール 牝3鹿 54 柴田 大知山本 能成氏 畠山 吉宏 新ひだか フクダファーム 436 ―2：01．22 120．1�
815 ニシノハピネス 牝3鹿 54 戸崎 圭太西山 茂行氏 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 484 ―2：02．810 7．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 32，521，400円 複勝： 39，826，500円 枠連： 17，657，100円
馬連： 66，826，800円 馬単： 32，317，600円 ワイド： 39，107，800円
3連複： 79，947，100円 3連単： 98，055，400円 計： 406，259，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，260円 複 勝 � 970円 � 160円 � 180円 枠 連（2－4） 4，790円

馬 連 �� 7，690円 馬 単 �� 26，600円

ワ イ ド �� 2，580円 �� 2，770円 �� 420円

3 連 複 ��� 11，350円 3 連 単 ��� 136，180円

票 数

単勝票数 計 325214 的中 � 4940（9番人気）
複勝票数 計 398265 的中 � 7315（9番人気）� 81709（1番人気）� 63375（3番人気）
枠連票数 計 176571 的中 （2－4） 2855（16番人気）
馬連票数 計 668268 的中 �� 6727（22番人気）
馬単票数 計 323176 的中 �� 911（60番人気）
ワイド票数 計 391078 的中 �� 3681（26番人気）�� 3422（27番人気）�� 26642（2番人気）
3連複票数 計 799471 的中 ��� 5280（35番人気）
3連単票数 計 980554 的中 ��� 522（342番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―13．3―13．7―13．1―12．8―13．0―13．1―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―38．0―51．7―1：04．8―1：17．6―1：30．6―1：43．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．9―3F40．1
1
3
11，12（5，7）8（4，9）－（2，13）－3（1，6）15，14－10
11，12，7（5，9）（4，8，2，13）－（3，6）1，14＝10－15

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

勝馬の
紹 介

アトムアストレア �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ジェニュイン 初出走

2015．4．6生 牝3鹿 母 アトムスパンカー 母母 アトムチェイサー 1戦1勝 賞金 6，000，000円

00004 1月6日 晴 良 （30中山1）第1日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走11時25分 （ダート・右）
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
1：08．7
1：08．7

重
重

24 メガポリゴン 牡4鹿 56 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 536± 01：11．5 7．8�
36 ノーフィアー 牡4栗 56 江田 照男平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社石川牧場 496＋ 41：12．24 3．7�
510 タンタラスノオカ 牡5黒鹿57 岩田 康誠嶋田 賢氏 田中 清隆 むかわ ヤマイチ牧場 504＋ 8 〃 アタマ 5．9�
48 セレノグラフィー 	5黒鹿57 川田 将雅村野 康司氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 500± 0 〃 ハナ 15．8�
612
 クオリティスタート 牝4栗 54 嶋田 純次菅野 守雄氏 尾形 和幸 平取 坂東牧場 508－101：12．3クビ 64．2�
815 トウショウスレッジ 牡5栗 57

54 ▲横山 武史トウショウ産業� 栗田 博憲 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 498＋ 2 〃 クビ 26．4	
611 モルゲンロート 牡5鹿 57 嘉藤 貴行武田 茂男氏 竹内 正洋 浦河 まるとみ冨岡牧場 472＋ 41：12．4クビ 4．1

47 グラスブルース 牡4鹿 56 石橋 脩半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 510－ 81：12．5� 6．0�
12 ノボホウセイ 牝5栗 55

52 ▲武藤 雅�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 504＋ 41：12．6クビ 47．0
816� グリターテソーロ 牡4鹿 56 吉田 隼人了德寺健二氏 武井 亮 米 Steve Hol-

liday 484± 01：12．92 19．3�
11 ユニルドール 牝4栗 54

51 ▲野中悠太郎大塚 亮一氏 池上 昌弘 新ひだか 中田 英樹 446＋ 61：13．0 256．8�
59 サンジレット 牡4栗 56 勝浦 正樹 �加藤ステーブル 田村 康仁 新冠 前川 隆範 494＋ 31：13．1クビ 122．1�
713 デルマオフクロサン 牝4黒鹿54 松岡 正海浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 458＋221：13．95 23．2�
714 ウィズアウィッシュ 牝4鹿 54 丸田 恭介岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 浦河 中島牧場 492＋141：14．75 40．0�
35 オウケンダイヤ 牝5黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子福井 明氏 根本 康広 浦河 辻 牧場 414＋181：14．8クビ 83．4�
23 アブソリュカフェ 牡7黒鹿 57

54 ▲菊沢 一樹西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 500＋ 61：15．86 212．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，332，900円 複勝： 47，349，400円 枠連： 19，128，000円
馬連： 77，352，400円 馬単： 34，145，700円 ワイド： 46，746，300円
3連複： 100，383，400円 3連単： 115，033，400円 計： 471，471，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 200円 � 160円 � 230円 枠 連（2－3） 1，370円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 3，270円

ワ イ ド �� 580円 �� 920円 �� 590円

3 連 複 ��� 2，540円 3 連 単 ��� 16，560円

票 数

単勝票数 計 313329 的中 � 31733（5番人気）
複勝票数 計 473494 的中 � 59018（3番人気）� 84546（2番人気）� 49710（5番人気）
枠連票数 計 191280 的中 （2－3） 10781（6番人気）
馬連票数 計 773524 的中 �� 43090（5番人気）
馬単票数 計 341457 的中 �� 7831（13番人気）
ワイド票数 計 467463 的中 �� 21078（6番人気）�� 12647（10番人気）�� 20618（7番人気）
3連複票数 計1003834 的中 ��� 29614（4番人気）
3連単票数 計1150334 的中 ��� 5036（39番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．3―12．0―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．9―45．9―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メガポリゴン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2016．9．17 中山10着

2014．2．1生 牡4鹿 母 パシフィックベル 母母 ザ ス キ ー ト 11戦2勝 賞金 19，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アブソリュカフェ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年2月6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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 アマノガワ号・サウンドストリート号・ダイメイコンドル号・ファステストネオ号・ユアザスター号・ロジムーン号



00005 1月6日 晴 良 （30中山1）第1日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

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

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

59 ク リ ッ パ ー 牝3青鹿54 戸崎 圭太吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 454＋ 22：01．7 1．4�
23 キ ル ロ ー ド 牡3鹿 56 北村 宏司エンジェルレーシング� 田村 康仁 日高 天羽 禮治 500－ 22：01．91� 9．4�
12 ワセダインブルー 牡3鹿 56 吉田 隼人大冨 智弘氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 440＋ 42：02．43 40．3�
36 オーケストラ 牡3鹿 56 岩田 康誠原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 490－ 2 〃 アタマ 12．1�
816 サ ノ サ ン 牡3黒鹿56 石橋 脩佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 472＋48 〃 アタマ 16．8�
713 トランスパレント 牡3鹿 56 田辺 裕信 	社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 488－ 62：02．5クビ 91．3

35 フラッシュスタイル 牡3黒鹿56 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 506＋ 82：02．6	 50．4�
611 ウインリベロ 牡3栗 56 松岡 正海�ウイン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 422± 0 〃 ハナ 84．6�
11 マ ノ ン 牝3栗 54 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 新冠 ビッグレッドファーム 438± 02：02．7	 70．6
714 ウインオルフェウス 牡3鹿 56 三浦 皇成�ウイン 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム 454＋ 2 〃 アタマ 9．8�
24 ヤマタケパンチ 牡3青鹿56 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 高野牧場 488＋ 82：03．02 175．7�
510 シャイニーロケット 牡3鹿 56 勝浦 正樹小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 雅 牧場 460＋ 42：03．1クビ 17．2�
47 ショーンガウアー 牡3栗 56 内田 博幸 	キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 508＋ 22：03．73	 18．5�
612 マイネルシクザール 牡3黒鹿56 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 浦河 有限会社
松田牧場 546＋ 42：03．91	 142．6�

815 ダイメイヒゴ 牝3栗 54 丸田 恭介宮本 孝一氏 石毛 善彦 新冠 村上牧場 398－ 82：04．0クビ 363．4�
48 ウインリコルド 牡3青鹿56 柴山 雄一�ウイン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 484＋ 62：04．42	 217．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，376，600円 複勝： 125，619，200円 枠連： 22，301，100円
馬連： 91，458，200円 馬単： 58，080，400円 ワイド： 63，400，100円
3連複： 120，623，300円 3連単： 199，145，000円 計： 732，003，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 190円 � 530円 枠 連（2－5） 510円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 290円 �� 980円 �� 2，940円

3 連 複 ��� 4，850円 3 連 単 ��� 12，660円

票 数

単勝票数 計 513766 的中 � 282709（1番人気）
複勝票数 計1256192 的中 � 832885（1番人気）� 74625（2番人気）� 19262（8番人気）
枠連票数 計 223011 的中 （2－5） 33446（1番人気）
馬連票数 計 914582 的中 �� 112780（1番人気）
馬単票数 計 580804 的中 �� 57270（1番人気）
ワイド票数 計 634001 的中 �� 64265（1番人気）�� 15662（9番人気）�� 4948（26番人気）
3連複票数 計1206233 的中 ��� 18651（16番人気）
3連単票数 計1991450 的中 ��� 11398（34番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―36．5―48．4―1：01．1―1：13．5―1：25．7―1：37．6―1：49．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ク リ ッ パ ー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Freud デビュー 2017．9．23 中山2着

2015．4．26生 牝3青鹿 母 クイックリトルミス 母母 Swift Girl 3戦1勝 賞金 9，100，000円
〔発走状況〕 マイネルシクザール号は，発走地点で馬装整備。発走時刻3分遅延。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ウインサジェス号・ブライトロージー号・ミラーマッチ号
（非抽選馬） 7頭 アースルナ号・コスモキリュウ号・テイエムチャレンジ号・トキメキジュピター号・プロットツイスト号・ペラルタ号・

モンツァ号

00006 1月6日 晴 良 （30中山1）第1日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時45分 （ダート・右）
500万円以下；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
1：48．5
1：47．8

重
重

23 ワカミヤオウジ 牡3青 56 田辺 裕信芳川 貴行氏 栗田 徹 新冠 スカイビーチステーブル 476－ 41：55．3 3．5�
510 ミラクルブラッド 牝3鹿 54 岩田 康誠芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 B440－101：55．51� 25．7�
714 ミックベンハー 牡3栗 56

53 ▲武藤 雅�キラット・ワン 畠山 吉宏 清水 リトルブルーファーム 484＋ 2 〃 ハナ 10．3�
611 エクレアハンター 牡3黒鹿56 石橋 脩李 柱坤氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 452－ 2 〃 クビ 9．1�
47 ロードトレジャー 牡3鹿 56 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 472－ 41：55．6クビ 11．0	
816 キングスヴァリュー 牡3栗 56 内田 博幸 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 494± 01：55．81� 3．2

12 ロージズキング 牡3栗 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 牧 光二 新ひだか 松田牧場 B506－ 6 〃 ハナ 106．7�
36 ゴッドスパロウ 牡3鹿 56 福永 祐一中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 532－ 81：56．11� 12．2�
24 ミッキーチャイルド 牡3鹿 56 北村 宏司野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 468－ 4 〃 クビ 117．9
35 グラファイト 牡3青鹿56 丸田 恭介 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 476－ 21：56．73	 94．3�
59 
 イエローブレイヴ 牡3鹿 56 柴山 雄一本田 恒雄氏 武市 康男 新ひだか 前田ファーム 526－ 2 〃 アタマ 51．2�
612 ムルシェラゴ 牡3黒鹿56 川田 将雅�KTレーシング 奥村 武 浦河 高岸 順一 B526－ 21：56．91� 42．4�
713 スペースファルコン 牡3鹿 56 吉田 隼人星野 �男氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 492＋101：57．0クビ 36．2�
48 サンダーラム 牡3鹿 56 松岡 正海 �加藤ステーブル 中舘 英二 浦河 帰山 清貴 500± 01：57．63	 187．7�
11 
 キラキラオーラ 牝3鹿 54 大庭 和弥田頭 勇貴氏 谷原 義明 新ひだか 畠山牧場 434－ 41：57．7� 304．7�
815 ヴェルトゥアル 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �シルクレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B472－ 21：58．55 7．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，602，500円 複勝： 67，165，500円 枠連： 26，769，300円
馬連： 102，064，200円 馬単： 46，938，600円 ワイド： 63，188，300円
3連複： 129，959，700円 3連単： 154，891，300円 計： 636，579，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 550円 � 250円 枠 連（2－5） 3，720円

馬 連 �� 4，850円 馬 単 �� 7，530円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 610円 �� 2，880円

3 連 複 ��� 11，980円 3 連 単 ��� 62，280円

票 数

単勝票数 計 456025 的中 � 102928（2番人気）
複勝票数 計 671655 的中 � 141980（1番人気）� 24599（8番人気）� 66039（4番人気）
枠連票数 計 267693 的中 （2－5） 5573（15番人気）
馬連票数 計1020642 的中 �� 16284（17番人気）
馬単票数 計 469386 的中 �� 4672（28番人気）
ワイド票数 計 631883 的中 �� 11178（18番人気）�� 28306（4番人気）�� 5408（31番人気）
3連複票数 計1299597 的中 ��� 8134（39番人気）
3連単票数 計1548913 的中 ��� 1803（201番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．4―12．8―12．9―12．8―13．1―13．1―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―36．7―49．5―1：02．4―1：15．2―1：28．3―1：41．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．9―3F40．1
1
3
11（13，15）12（10，16）－（1，14）－（2，4，6）9，5，3，7，8
11（13，15）10（12，16）（4，14，6）3，7（2，5，9）－1，8

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

勝馬の
紹 介

ワカミヤオウジ �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．12．23 中山1着

2015．4．1生 牡3青 母 ツヨイキモチ 母母 サンデーエイコーン 2戦2勝 賞金 14，200，000円
〔発走状況〕 ロードトレジャー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 マイネルユキツバキ号



00007 1月6日 晴 良 （30中山1）第1日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走13時15分 （芝・右）
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
1：57．8
1：56．1

良
良

59 ベイビーステップ 牡4鹿 56
53 ▲武藤 雅大塚Ry’sCLUB 菊川 正達 浦河 杵臼牧場 486＋ 22：01．4 11．7�

714� アメリカンヘブン 	5鹿 57
54 ▲菊沢 一樹吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Bruce Smart 478± 02：01．71
 52．1�

36 バレエダンサー 牝5鹿 55 黛 弘人前迫 義幸氏 尾関 知人 新冠 的場牧場 456＋ 42：01．8� 126．8�
612 ウ ォ ー ブ ル 牝4黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 むかわ 渡辺 隆 480＋ 6 〃 クビ 12．5�
23 ヴァンベールシチー 牡4栗 56 福永 祐一 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 幌村牧場 424＋ 22：01．9
 12．5	
24 キングオブアームズ 牡5鹿 57 柴山 雄一窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B478＋ 62：02．0クビ 10．3

11 サトノキングダム 牡5鹿 57 戸崎 圭太 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 千歳 社台ファーム B470－ 4 〃 クビ 1．8�
816 マイネルズイーガー 牡4栗 56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 504－ 4 〃 アタマ 38．6�
12 ストーリーセラー 牡7鹿 57 内田 博幸 �サンデーレーシング 和田 正道 安平 ノーザンファーム 528＋ 6 〃 ハナ 41．2
713 コンフィデンス 牡4栗 56 田辺 裕信近藤 英子氏 奥村 武 浦河 日の出牧場 514－ 22：02．1クビ 4．0�
35 アイノカケハシ 牝6鹿 55 岩田 康誠國分 純氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 446＋ 6 〃 クビ 88．1�
611 プランスシャルマン 牡5栗 57 北村 宏司村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 472＋202：02．2� 182．8�
48 ミヤビエメライン 牝4黒鹿 54

53 ☆木幡 初也村上 義勝氏 小島 茂之 新ひだか 静内白井牧場 420－10 〃 ハナ 126．9�
47 � ラックアサイン 牝6鹿 55

52 ▲横山 武史岡田 牧雄氏 大江原 哲 新ひだか 岡田スタツド 484－16 〃 アタマ 230．3�
815� キーフォーサクセス 牡6黒鹿57 吉田 隼人 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム 460＋162：03．26 247．9�
510 シャクンタラー 牝5栗 55 三浦 皇成 �シルクレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 556＋222：03．52 55．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，511，800円 複勝： 74，083，200円 枠連： 26，242，300円
馬連： 112，012，700円 馬単： 54，793，400円 ワイド： 67，441，400円
3連複： 136，227，700円 3連単： 198，087，700円 計： 713，400，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 370円 � 1，210円 � 2，850円 枠 連（5－7） 1，860円

馬 連 �� 16，200円 馬 単 �� 30，890円

ワ イ ド �� 2，940円 �� 11，830円 �� 31，720円

3 連 複 ��� 339，430円 3 連 単 ��� 1，669，920円

票 数

単勝票数 計 445118 的中 � 30308（4番人気）
複勝票数 計 740832 的中 � 59965（4番人気）� 15484（9番人気）� 6328（12番人気）
枠連票数 計 262423 的中 （5－7） 10913（7番人気）
馬連票数 計1120127 的中 �� 5358（32番人気）
馬単票数 計 547934 的中 �� 1330（57番人気）
ワイド票数 計 674414 的中 �� 5997（26番人気）�� 1464（59番人気）�� 544（88番人気）
3連複票数 計1362277 的中 ��� 301（260番人気）
3連単票数 計1980877 的中 ��� 86（1327番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―13．0―12．1―12．7―12．4―12．2―11．8―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．6―36．6―48．7―1：01．4―1：13．8―1：26．0―1：37．8―1：49．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．4
1
3
12，16（1，4）14，8，10，6（9，15）（2，7，11）－13，3－5
12（16，4）（1，14）（8，9，10）6（2，7，15）－（11，13）（3，5）

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

勝馬の
紹 介

ベイビーステップ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2016．10．2 中山9着

2014．4．12生 牡4鹿 母 カルテブランシェ 母母 シェナンドアリバー 13戦2勝 賞金 20，487，000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） 1頭 マヤノピナクル号
（非抽選馬） 2頭 ハートオブスワロー号・プレイヤーサムソン号

00008 1月6日 晴 良 （30中山1）第1日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時50分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

510 ミッシングリンク 牝4栗 54
51 ▲武藤 雅小田 吉男氏 斎藤 誠 日高 天羽 禮治 522＋ 41：53．5 5．6�

47 ハイランドピーク 牡4青鹿56 横山 和生島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ
スティファーム 468± 01：53．81� 3．5�

48 リヴァイアサン 牡4鹿 56 岩田 康誠星野 祐介氏 相沢 郁 青森 ユーコー牧場 B520＋ 61：54．11� 17．2�
59 ドリームリヴァール 	8黒鹿57 原田 和真ライオンレースホース� 池上 昌弘 安平 追分ファーム 460± 01：54．52
 62．4�
714 ピアシングステア 牡6栗 57 北村 宏司水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 502± 01：54．6
 3．1	
12 パイルーチェ 牝4栗 54

51 ▲横山 武史西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B476＋ 8 〃 クビ 35．6

611 エグジットラック 牡4栗 56 内田 博幸戸賀 智子氏 田村 康仁 平取 清水牧場 508＋ 21：54．7� 21．4�
35 マイネルビクトリー 牡5鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか 見上牧場 510＋121：54．91� 10．2�
24 ハイヴォルテージ 牡6栗 57

54 ▲野中悠太郎 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 458± 01：55．11� 290．7

11 シャムロック 牡4栗 56 石橋 脩 �いとはんホール
ディングス 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 500＋ 4 〃 アタマ 32．9�

612 プ レ ゼ ン ス 牡4黒鹿56 勝浦 正樹 �社台レースホース尾形 充弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 502＋121：55．2クビ 82．8�

23 � ディスカバー 牡4鹿 56
55 ☆木幡 初也村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 482＋121：55．3� 98．4�

816 ダイチトゥルース 牡7黒鹿57 武士沢友治 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 474＋ 81：55．4クビ 210．5�
36 サトノメサイア 牡6青鹿57 福永 祐一 �サトミホースカンパニー 堀 宣行 千歳 社台ファーム 538＋ 2 〃 クビ 9．7�
713 ミ ス パ イ ロ 牝4黒鹿54 松岡 正海村田 哲朗氏 浅野洋一郎 日高 戸川牧場 484± 01：55．71� 39．3�
815 ストロボスコープ 牡4鹿 56 柴山 雄一 H.H．シェイク・モハメド 藤沢 和雄 米

Fred W. Hertrich
III & John D.
Fielding

B482＋101：55．91 27．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 55，270，300円 複勝： 88，265，400円 枠連： 34，805，500円
馬連： 142，315，500円 馬単： 57，871，000円 ワイド： 84，840，000円
3連複： 177，426，800円 3連単： 208，969，500円 計： 849，764，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 190円 � 150円 � 350円 枠 連（4－5） 960円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 2，190円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，470円 �� 980円

3 連 複 ��� 5，010円 3 連 単 ��� 21，720円

票 数

単勝票数 計 552703 的中 � 77746（3番人気）
複勝票数 計 882654 的中 � 119342（3番人気）� 178271（2番人気）� 52303（6番人気）
枠連票数 計 348055 的中 （4－5） 27967（5番人気）
馬連票数 計1423155 的中 �� 114334（2番人気）
馬単票数 計 578710 的中 �� 19810（7番人気）
ワイド票数 計 848400 的中 �� 53953（3番人気）�� 14043（14番人気）�� 21671（7番人気）
3連複票数 計1774268 的中 ��� 26552（13番人気）
3連単票数 計2089695 的中 ��� 6973（44番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．0―38．2―51．9―1：04．7―1：17．2―1：29．5―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミッシングリンク �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 More Than Ready デビュー 2016．9．25 中山8着

2014．3．31生 牝4栗 母 エーソングフォー 母母 Miss Garland 14戦3勝 賞金 41，555，000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 エグランティーナ号・ケイツートール号・ネコビッチ号



00009 1月6日 晴 良 （30中山1）第1日 第9競走 ��
��1，800�

しょうふく

招福ステークス
発走14時25分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

714 サクラルコール 牡7栃栗57 北村 宏司�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 高橋 修 494－ 41：52．4 35．3�
36 ロードシャリオ 牡6鹿 57 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 486－ 21：52．61� 12．6�
35 ヴ ァ ロ ー ア 牝6鹿 55 福永 祐一�ターフ・スポート奥村 豊 浦河 谷川牧場 464－ 21：52．7クビ 21．9�
816 ブライトンロック 牡4黒鹿56 蛯名 正義坂巻 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 458＋ 81：53．02 7．4�
48 スマートボムシェル 牡6栗 57 川田 将雅大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 512＋ 8 〃 クビ 8．6	
47 パワーポケット 牡6黒鹿57 柴山 雄一柳原 達也氏 二ノ宮敬宇 浦河 ダイヤモンドファーム 552＋ 61：53．1	 157．6

12 イーストオブザサン 牡5黒鹿57 内田 博幸三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 470－ 61：53．2	 7．6�
11 メガオパールカフェ 牡7栗 57 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 546＋ 4 〃 ハナ 119．8�
24 スペルマロン 
4栗 56 岩田 康誠西森 鶴氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 502－ 2 〃 クビ 4．6
23 コアレスキング 牡8鹿 57 吉田 隼人小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 コアレススタッド 546－ 41：53．4� 46．7�
713 ロードフォワード 牡7青鹿57 横山 典弘 �ロードホースクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか ケイアイファーム 464＋ 2 〃 ハナ 83．9�
59 � パルトネルラーフ 牡5鹿 57 戸崎 圭太ディアレストクラブ� 高木 登 日高 浜本牧場 502± 01：53．82	 4．4�
612 エ ネ ス ク 牡5鹿 57 柴田 大知桐谷 茂氏 和田 雄二 新冠 須崎牧場 526＋101：54．01 5．9�
611 ベルウッドテラス 
8鹿 57 柴田 善臣鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 日高 オリオンファーム 502－121：54．1	 200．5�
815 マイネルトゥラン 牡5黒鹿57 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム B518＋ 21：54．73	 17．9�
510 アカノジュウハチ 牡7芦 57 勝浦 正樹�岩切企画 尾関 知人 平取 坂東牧場 518＋ 41：56．19 258．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，151，500円 複勝： 89，889，600円 枠連： 37，238，800円
馬連： 180，594，800円 馬単： 73，636，000円 ワイド： 95，448，900円
3連複： 224，923，300円 3連単： 278，504，000円 計： 1，033，386，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，530円 複 勝 � 790円 � 400円 � 720円 枠 連（3－7） 6，320円

馬 連 �� 20，670円 馬 単 �� 47，690円

ワ イ ド �� 4，440円 �� 8，400円 �� 3，350円

3 連 複 ��� 104，000円 3 連 単 ��� 779，590円

票 数

単勝票数 計 531515 的中 � 12036（10番人気）
複勝票数 計 898896 的中 � 28940（10番人気）� 63088（7番人気）� 31822（9番人気）
枠連票数 計 372388 的中 （3－7） 4563（28番人気）
馬連票数 計1805948 的中 �� 6768（49番人気）
馬単票数 計 736360 的中 �� 1158（107番人気）
ワイド票数 計 954489 的中 �� 5552（45番人気）�� 2913（59番人気）�� 7390（39番人気）
3連複票数 計2249233 的中 ��� 1622（195番人気）
3連単票数 計2785040 的中 ��� 259（1251番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―12．0―12．4―12．4―13．0―13．2―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．4―35．4―47．8―1：00．2―1：13．2―1：26．4―1：39．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サクラルコール �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 サクラローレル デビュー 2014．5．18 東京6着

2011．2．25生 牡7栃栗 母 サクラセレーネ 母母 サクラメールディ 20戦5勝 賞金 69，063，000円
〔制裁〕 サクラルコール号の騎手北村宏司は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

00010 1月6日 晴 良 （30中山1）第1日 第10競走 ��
��1，600�ジュニアカップ

発走15時00分 （芝・右・外）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金1，200万円毎1�
増

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

44 テ ン ク ウ 牡3黒鹿56 田辺 裕信井山 登氏 奥村 武 新冠 岩見牧場 454＋121：38．2 1．6�
77 パ ル マ リ ア 牡3鹿 56 川田 将雅吉田 和美氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 522＋101：38．41� 3．0�
22 ソイルトゥザソウル 牡3青鹿56 田中 勝春グリーンスウォード高市 圭二 新冠 村田牧場 430± 01：38．61� 11．1�
89 	 サンドスピーダー 牡3鹿 56 蛯名 正義�辻牧場 二ノ宮敬宇 浦河 辻 牧場 454± 01：38．7
 39．2�
33 トーセンクリーガー 牡3栗 56 横山 和生島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 486－ 61：38．91� 26．2	
88 イ ル ル ー メ 牡3黒鹿56 内田 博幸西森 鶴氏 高市 圭二 浦河 田中スタッド 474－ 21：39．0
 16．3

55 ダンツセイケイ 牡3鹿 56 戸崎 圭太山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 藤原牧場 478＋141：39．1� 11．6�
11 	 イ シ マ ツ 牡3鹿 56 武藤 雅吉田 勝利氏 森 秀行 日高 新生ファーム 454± 01：39．84 83．5�

（8頭）
66 	 トーセンエポナ 牝3鹿 54 松岡 正海島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 63，754，200円 複勝： 152，386，800円 枠連： 25，082，100円
馬連： 135，301，400円 馬単： 89，544，000円 ワイド： 59，406，000円
3連複： 145，602，100円 3連単： 450，448，800円 計： 1，121，525，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 110円 � 150円 枠 連（4－7） 190円

馬 連 �� 200円 馬 単 �� 310円

ワ イ ド �� 130円 �� 220円 �� 320円

3 連 複 ��� 460円 3 連 単 ��� 1，070円

票 数

単勝票数 差引計 637542（返還計 83） 的中 � 309294（1番人気）
複勝票数 差引計1523868（返還計 76） 的中 � 1118357（1番人気）� 153993（2番人気）� 64604（3番人気）
枠連票数 差引計 250821（返還計 187） 的中 （4－7） 102064（1番人気）
馬連票数 差引計1353014（返還計 590） 的中 �� 502450（1番人気）
馬単票数 差引計 895440（返還計 298） 的中 �� 212361（1番人気）
ワイド票数 差引計 594060（返還計 250） 的中 �� 152577（1番人気）�� 60110（2番人気）�� 35580（6番人気）
3連複票数 差引計1456021（返還計 1650） 的中 ��� 236022（1番人気）
3連単票数 差引計4504488（返還計 3350） 的中 ��� 302799（1番人気）

ハロンタイム 12．6―12．1―12．8―13．2―13．2―12．3―11．0―11．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．7―37．5―50．7―1：03．9―1：16．2―1：27．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F34．3

3 ・（5，2）（1，4）（3，7）（8，9）
2
4
5，1（2，4）7，3－（8，9）・（5，2，4）7（1，3）9，8

勝馬の
紹 介

テ ン ク ウ 
�
父 ヨハネスブルグ 

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．6．18 東京1着

2015．3．26生 牡3黒鹿 母 ピサノドヌーヴ 母母 エ ル レ イ ナ 4戦2勝 賞金 39，108，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔出走取消〕 トーセンエポナ号は，疾病〔左後肢跛行〕のため出走取消。
※トーセンエポナ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

２レース目



00011 1月6日 晴 良 （30中山1）第1日 第11競走 ��
��2，000�第67回日刊スポーツ賞中山金杯（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
4歳以上，29．1．5以降29．12．28まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

日刊スポーツ新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 595，000円 170，000円 85，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

36 セダブリランテス 牡4鹿 55 戸崎 圭太 �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 522＋ 81：59．8 2．5�

11 ウインブライト 牡4芦 56 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 480＋10 〃 クビ 4．9�
611 ストレンジクォーク 牡6鹿 54 柴山 雄一 �キャロットファーム 小島 太 安平 ノーザンファーム 504＋ 41：59．9クビ 36．3�
47 ブラックバゴ 牡6黒鹿56 岩田 康誠 �シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 530＋14 〃 クビ 9．3�
59 ダイワキャグニー 牡4黒鹿56 横山 典弘大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 498＋ 42：00．11 4．9	
23 トーセンマタコイヤ 牡7青鹿54 内田 博幸島川 
哉氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 486＋ 6 〃 ハナ 33．2�
35 デニムアンドルビー 牝8鹿 54 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 452－ 4 〃 クビ 17．3�
816 ケ ン ト オ ー 牡6黒鹿56 勝浦 正樹田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 464－ 4 〃 クビ 114．5
815 ショウナンマルシェ �7青鹿53 三浦 皇成国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 22：00．2クビ 133．2�
817 カ デ ナ 牡4鹿 56 福永 祐一前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 468＋ 22：00．3� 15．7�
714 マイネルミラノ 牡8栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム B500＋122：00．4クビ 51．2�
24 アウトライアーズ 牡4鹿 54 蛯名 正義丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 506＋ 2 〃 ハナ 20．8�
510 タイセイサミット 牡5栗 56 北村 宏司田中 成奉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 496－10 〃 ハナ 55．6�
12 レ ア リ ス タ 牡6栗 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 484± 02：00．61	 26．6�
612 フェルメッツァ 牡7鹿 55 田辺 裕信 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 42：00．7� 43．5�
48 パリカラノテガミ 牡7鹿 52 田中 勝春嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 454± 02：01．12	 225．9�
713 ジョルジュサンク 牡5栗 54 吉田 隼人 �CHEVAL AT-

TACHE 
島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 530＋ 42：02．05 197．1�
（17頭）

売 得 金
単勝： 250，331，500円 複勝： 308，833，400円 枠連： 224，979，400円
馬連： 1，166，841，900円 馬単： 390，155，000円 ワイド： 438，843，100円
3連複： 1，558，945，700円 3連単： 2，319，425，000円 計： 6，658，355，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 170円 � 540円 枠 連（1－3） 540円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 310円 �� 1，380円 �� 1，750円

3 連 複 ��� 5，270円 3 連 単 ��� 18，170円

票 数

単勝票数 計2503315 的中 � 775541（1番人気）
複勝票数 計3088334 的中 � 833077（1番人気）� 456376（2番人気）� 97291（10番人気）
枠連票数 計2249794 的中 （1－3） 318203（1番人気）
馬連票数 計11668419 的中 �� 1395480（1番人気）
馬単票数 計3901550 的中 �� 263960（1番人気）
ワイド票数 計4388431 的中 �� 416156（1番人気）�� 75592（13番人気）�� 59164（19番人気）
3連複票数 計15589457 的中 ��� 221853（13番人気）
3連単票数 計23194250 的中 ��� 92507（38番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．3―36．5―48．8―1：01．5―1：12．8―1：24．5―1：36．0―1：47．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．3
1
3
3，6（1，12）10，15（2，9）（13，14）11，16（8，17）4－7－5
14，3，6（1，12，13）10（2，15）9（11，16）（5，8，17）4，7

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

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4鹿 母 シルクユニバーサル 母母 トロピカルサウンドⅡ 5戦4勝 賞金 111，464，000円

00012 1月6日 晴 良 （30中山1）第1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）
1000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

712 ゴールドサーベラス 牡6栗 57 柴山 雄一田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 原田 久司 454－ 21：34．6 4．5�
22 シ ャ ラ ラ 牝5鹿 55 戸崎 圭太 Him Rock Racing 上原 博之 浦河 中島牧場 486－ 21：34．7� 5．9�
11 ス カ ル バ ン 牡4鹿 56 吉田 隼人�KTレーシング 武井 亮 新冠 パカパカ

ファーム 500＋ 6 〃 クビ 5．5�
59 コスモヨハネ 牡6栗 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 平取 北島牧場 498＋ 61：34．8� 3．1�
58 コーラルプリンセス 牝4芦 54 内田 博幸吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 538＋10 〃 クビ 45．6	
46 ユメノマイホーム 牝6栗 55 江田 照男�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 462＋ 61：34．9クビ 42．8

815 ベストリゾート 牡4鹿 56 田辺 裕信保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 480＋ 8 〃 クビ 13．6�
611 フ ラ ガ リ ア 牝4黒鹿54 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 422＋ 21：35．11	 45．7�
610 ヴェアリアスサマー 牡7栗 57

54 ▲野中悠太郎小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 村中牧場 522＋ 81：35．2� 12．6
814 コートシャルマン 牝6鹿 55 横山 和生 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 458－ 81：35．3
 22．1�
47 ダイイチターミナル 牡4鹿 56 嘉藤 貴行�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 458＋ 41：35．51	 175．9�
34 モリトシラユリ 牝4芦 54 蛯名 正義石橋 忠之氏 堀井 雅広 日高 日高大洋牧場 480＋ 4 〃 クビ 17．3�
23 アグネスフォルテ 牡5栗 57 松岡 正海畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 富田牧場 440－ 21：35．6クビ 44．5�
35 メローブリーズ 牝4黒鹿54 丸田 恭介�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 470＋ 41：35．81	 75．1�
713� キングクリチャン 牡9栗 57

54 ▲横山 武史栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 B504＋ 41：37．9大差 245．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 71，256，900円 複勝： 95，960，300円 枠連： 50，948，000円
馬連： 224，439，600円 馬単： 90，170，100円 ワイド： 116，781，100円
3連複： 277，638，900円 3連単： 400，317，200円 計： 1，327，512，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 160円 � 210円 � 200円 枠 連（2－7） 1，600円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 3，180円

ワ イ ド �� 620円 �� 590円 �� 620円

3 連 複 ��� 3，350円 3 連 単 ��� 16，690円

票 数

単勝票数 計 712569 的中 � 124452（2番人気）
複勝票数 計 959603 的中 � 170276（2番人気）� 113481（4番人気）� 118721（3番人気）
枠連票数 計 509480 的中 （2－7） 24605（6番人気）
馬連票数 計2244396 的中 �� 111070（4番人気）
馬単票数 計 901701 的中 �� 21212（9番人気）
ワイド票数 計1167811 的中 �� 48558（5番人気）�� 50481（4番人気）�� 48115（6番人気）
3連複票数 計2776389 的中 ��� 62005（7番人気）
3連単票数 計4003172 的中 ��� 17382（37番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―11．7―11．4―11．6―12．1―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．2―35．9―47．3―58．9―1：11．0―1：22．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ゴールドサーベラス �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Diesis デビュー 2014．10．26 東京12着

2012．3．29生 牡6栗 母 インシステント 母母 I Certainly Am 17戦3勝 賞金 33，200，000円
［他本会外：1戦1勝］

４レース目



（30中山1）第1日 1月6日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 183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

270，290，000円
19，890，000円
1，720，000円
31，970，000円
76，384，000円
5，047，000円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
764，050，900円
1，191，885，500円
529，338，500円
2，458，449，200円
1，003，871，000円
1，173，422，200円
3，166，903，000円
4，676，386，600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 14，964，306，900円

総入場人員 39，690名 （有料入場人員 36，891名）
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