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00061 1月20日 曇 稍重 （30中山1）第6日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時10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

611 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 444＋ 21：12．7 4．3�
816 イッツマイターン 牡3鹿 56 三浦 皇成岡田 牧雄氏 天間 昭一 新冠 有限会社 大

作ステーブル 494－ 81：12．8� 8．7�
47 ビビッドプルメージ 牡3青鹿56 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 484＋ 21：12．9クビ 2．3�
713 パズルリンクス 牡3黒鹿56 戸崎 圭太水上 行雄氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 434－ 2 〃 クビ 8．1�
24 ブロンドキュート 牝3栗 54 田中 勝春 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 日高 前野牧場 B462－ 61：13．21� 72．7	
48 タカミツリリー 牝3鹿 54 松岡 正海�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 440－ 41：13．41� 9．7

612 セグレートシチー 牡3栗 56 内田 博幸 �友駿ホースクラブ 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B512± 01：13．82� 67．6�
23 フ ロ イ デ 牡3栗 56 勝浦 正樹林 正道氏 牧 光二 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B502＋ 41：14．65 36．3�
59 ヒマラヤアクア 牡3鹿 56 武士沢友治辻 大作氏 小桧山 悟 浦河 グランデファーム 448－ 21：14．7クビ 49．2
815 ムーンサルト 牡3栗 56 柴田 大知小林 薫氏 清水 英克 新ひだか 原口牧場 474＋ 4 〃 クビ 127．4�
11 グットクルサマー 牡3栗 56 北村 宏司 �アフロin El Paso 国枝 栄 千歳 社台ファーム 494－ 21：14．91� 8．5�
36 フクノヴァランス 牡3鹿 56 二本柳 壮福島 祐子氏 二本柳俊一 日高 松平牧場 466－121：15．11� 114．3�
12 ゴ ウ ノ モ ノ 牡3青鹿56 横山 和生岡 浩二氏 的場 均 新ひだか 福岡 駿弥 474＋ 2 〃 クビ 34．4�
510 ヤンソンノユウワク 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎内田 玄祥氏 根本 康広 えりも 能登 浩 418－ 41：15．52� 269．3�
714 キチロクキセキオー 牡3青鹿 56

53 ▲武藤 雅山本 正美氏 二本柳俊一 新ひだか 嶋田牧場 466＋181：15．81� 202．9�
35 シ ャ コ ッ ク 牝3栗 54 江田 照男新井原 博氏 伊藤 正徳 日高 中前牧場 440－ 21：16．11� 240．4�
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売 得 金
単勝： 31，983，900円 複勝： 47，953，500円 枠連： 14，868，300円
馬連： 63，766，300円 馬単： 28，973，000円 ワイド： 43，370，400円
3連複： 94，069，900円 3連単： 112，278，500円 計： 437，263，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 130円 � 180円 � 110円 枠 連（6－8） 1，690円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 3，490円

ワ イ ド �� 520円 �� 230円 �� 430円

3 連 複 ��� 950円 3 連 単 ��� 8，760円

票 数

単勝票数 計 319839 的中 � 58495（2番人気）
複勝票数 計 479535 的中 � 95139（2番人気）� 51587（3番人気）� 136365（1番人気）
枠連票数 計 148683 的中 （6－8） 6803（8番人気）
馬連票数 計 637663 的中 �� 25347（7番人気）
馬単票数 計 289730 的中 �� 6216（12番人気）
ワイド票数 計 433704 的中 �� 19207（6番人気）�� 53853（1番人気）�� 24360（3番人気）
3連複票数 計 940699 的中 ��� 73707（2番人気）
3連単票数 計1122785 的中 ��� 9290（21番人気）

ハロンタイム 12．0―11．1―11．9―12．1―12．3―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．1―35．0―47．1―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ド リ ュ ウ �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2017．6．17 東京6着

2015．2．23生 牡3栗 母 ダブルプライム 母母 プライムナンバー 9戦1勝 賞金 11，900，000円
〔制裁〕 キチロクキセキオー号の騎手武藤雅は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：9番・10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 イカヅチ号・カシノサクラッコ号・クオーレカルド号

00062 1月20日 曇 稍重 （30中山1）第6日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時40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
1：48．5
1：47．8

重
重

610 ミレフォリウム 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 482＋101：58．1 2．1�
57 イ セ ベ ル 牝3鹿 54 吉田 隼人谷掛 龍夫氏 大江原 哲 新ひだか 片山牧場 442－ 41：58．2� 2．9�
814 ブルベアクワイ 牝3鹿 54 内田 博幸 �ブルアンドベア 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 464＋ 21：58．3� 8．4�
69 フジノシャイン 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅遠藤 良一氏 和田 雄二 新ひだか カタオカフアーム 466－ 21：59．04 15．2�
712 パーラミター 牝3青鹿54 松岡 正海�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 502－ 41：59．2� 11．5	
58 ナリノリリー 牝3青鹿54 田辺 裕信成塚 清志氏 上原 博之 新ひだか 千代田牧場 452－ 2 〃 クビ 15．5

45 ハタノディアマンテ 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎 �グッドラック・ファーム 伊藤 大士 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 540± 01：59．51� 169．7�

22 ニシノエクレール 牝3黒鹿54 勝浦 正樹西山 茂行氏 小西 一男 新ひだか 本桐牧場 448± 01：59．82 82．8�
11 アーススターリング 牝3黒鹿54 丹内 祐次松山 増男氏 粕谷 昌央 浦河 アイオイファーム 432－ 41：59．9クビ 219．3
33 インペリオーソ 牝3青鹿54 三浦 皇成吉岡 泰治氏 松山 将樹 新ひだか 松本牧場 472－ 22：00．75 112．7�
711 マ ク ル ー バ 牝3芦 54 西田雄一郎畑佐 博氏 蛯名 利弘 新冠 八木 明広 462－ 6 〃 アタマ 24．4�
813 ハタノルミエール 牝3栗 54 武士沢友治 �グッドラック・ファーム 石栗 龍彦 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 438－ 42：01．23 232．8�
34 ホーリークロス 牝3栗 54 岩部 純二田頭 勇貴氏 石毛 善彦 むかわ 桑原牧場 430－ 62：01．73 416．8�
46 ミヤコスマイル 牝3黒鹿54 蛯名 正義吉田都枝江氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 454＋182：02．33� 39．5�
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売 得 金
単勝： 28，815，000円 複勝： 38，412，400円 枠連： 13，038，100円
馬連： 55，034，700円 馬単： 29，079，300円 ワイド： 35，479，800円
3連複： 70，017，500円 3連単： 100，232，400円 計： 370，109，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 110円 � 160円 枠 連（5－6） 230円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 570円

ワ イ ド �� 180円 �� 400円 �� 300円

3 連 複 ��� 760円 3 連 単 ��� 2，180円

票 数

単勝票数 計 288150 的中 � 108006（1番人気）
複勝票数 計 384124 的中 � 96216（2番人気）� 102256（1番人気）� 43088（3番人気）
枠連票数 計 130381 的中 （5－6） 43624（1番人気）
馬連票数 計 550347 的中 �� 124964（1番人気）
馬単票数 計 290793 的中 �� 37726（1番人気）
ワイド票数 計 354798 的中 �� 60679（1番人気）�� 19290（5番人気）�� 28210（2番人気）
3連複票数 計 700175 的中 ��� 68855（1番人気）
3連単票数 計1002324 的中 ��� 33319（1番人気）

ハロンタイム 12．9―12．4―13．7―13．5―13．1―12．7―12．8―13．2―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．3―39．0―52．5―1：05．6―1：18．3―1：31．1―1：44．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミレフォリウム �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2017．8．19 新潟2着

2015．4．15生 牝3鹿 母 ペンテシレイア 母母 アコースティクス 5戦1勝 賞金 11，800，000円

第１回 中山競馬 第６日



00063 1月20日 曇 稍重 （30中山1）第6日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時10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

11 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± 01：59．8 22．8�
812 レ ジ ス タ 牡3鹿 56 蛯名 正義村野 康司氏 小島 太 千歳 社台ファーム B494＋ 4 〃 アタマ 43．5�
79 トラストアゲン 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 谷川牧場 516－ 41：59．9� 31．9�
56 キャプチュード 牡3黒鹿 56

53 ▲武藤 雅 �ローレルレーシング 和田正一郎 新冠 対馬 正 464＋ 62：00．0� 3．1�
67 スプレンダドシング �3黒鹿56 北村 宏司山科 統氏 大竹 正博 浦河 谷川牧場 478－ 2 〃 ハナ 2．6�
22 オーフルテソーロ 牡3鹿 56 田辺 裕信了德寺健二氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 532＋242：00．42� 10．3	
55 キーサンダー 牡3栗 56 内田 博幸北前孔一郎氏 黒岩 陽一 日高 高澤 俊雄 484± 02：00．61	 9．4

44 インサイドアウト 牡3鹿 56 宮崎 北斗山口 裕介氏 松山 将樹 厚真 阿部 栄乃進 458＋ 22：00．7� 59．0�
811 ケンタッキーグラス 牡3鹿 56 大野 拓弥�Shadow 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 502± 02：00．8
 6．4�
33 ミヤコベストタイム 牡3芦 56 田中 勝春吉田喜代司氏 小野 次郎 新ひだか 田中 春美 478－ 62：01．01 18．4
68 ハーモトーム 牡3鹿 56 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 小笠 倫弘 青森 石田 英機 486＋ 22：01．1� 51．2�
710 カシノソルジャー 牡3鹿 56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 青森 一山育成牧場 488－ 62：03．2大差 289．4�
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売 得 金
単勝： 26，921，700円 複勝： 34，610，300円 枠連： 13，164，500円
馬連： 56，700，900円 馬単： 29，236，800円 ワイド： 37，838，100円
3連複： 73，210，000円 3連単： 109，072，400円 計： 380，754，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，280円 複 勝 � 550円 � 1，190円 � 570円 枠 連（1－8） 7，380円

馬 連 �� 60，440円 馬 単 �� 122，500円

ワ イ ド �� 12，070円 �� 5，420円 �� 9，920円

3 連 複 ��� 239，770円 3 連 単 ��� 2，196，590円

票 数

単勝票数 計 269217 的中 � 9409（7番人気）
複勝票数 計 346103 的中 � 17085（7番人気）� 7280（11番人気）� 16295（8番人気）
枠連票数 計 131645 的中 （1－8） 1381（19番人気）
馬連票数 計 567009 的中 �� 727（53番人気）
馬単票数 計 292368 的中 �� 179（105番人気）
ワイド票数 計 378381 的中 �� 807（52番人気）�� 1811（40番人気）�� 983（51番人気）
3連複票数 計 732100 的中 ��� 229（167番人気）
3連単票数 計1090724 的中 ��� 36（1011番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．4―39．4―54．1―1：07．6―1：20．3―1：33．2―1：46．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヤマタケパンチ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 メジロライアン デビュー 2017．6．11 東京7着

2015．5．30生 牡3青鹿 母 ナナコフレスコ 母母 フ レ ス コ 8戦1勝 賞金 6，250，000円

00064 1月20日 曇 稍重 （30中山1）第6日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時40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
1：08．7
1：08．7

重
重

11 トラストテッペン 牝3鹿 54 三浦 皇成菅波 雅巳氏 高木 登 新冠 村上 欽哉 452 ―1：12．8 9．9�
59 クインズティガ 牝3栗 54 黛 弘人亀田 和弘氏 奥平 雅士 新ひだか 大滝 康晴 466 ―1：13．43� 3．8�
816 フ ル ネ ス 牝3鹿 54 柴田 善臣西村 專次氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 450 ― 〃 クビ 5．0�
713 ブ チ ャ コ 牝3青鹿54 石橋 脩西村 和夫氏 牧 光二 新冠 山岡ファーム 500 ―1：13．5� 18．4�
36 ハクサンレモン 牝3黒鹿54 横山 典弘河﨑 五市氏 古賀 史生 浦河 谷口牧場 452 ―1：14．24 9．0�
24 ファルコンレイナ 牝3鹿 54 武士沢友治ライオンレースホース� 伊藤 伸一 浦河 浦河日成牧場 400 ―1：14．62� 25．3	
612 ルコンセール 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �グリーンファーム伊藤 大士 千歳 社台ファーム 462 ―1：14．7クビ 3．5

815 ハッピーハッピー 牝3黒鹿54 菅原 隆一�髙昭牧場 松永 康利 浦河 高昭牧場 462 ―1：15．65 20．5�
47 フリックフラック 牝3鹿 54 勝浦 正樹�ラ・メール 田村 康仁 日高 浜本牧場 486 ―1：15．7� 19．3
714 ノ ノ レ タ 牝3黒鹿54 村田 一誠内藤 好江氏 勢司 和浩 茨城 内藤牧場 446 ―1：16．12� 127．6�
23 レッセフェール 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌和 新冠 ビッグレッドファーム 476 ― 〃 ハナ 76．5�
35 ホ リ デ イ 牝3鹿 54 木幡 初広�明栄商事 松山 将樹 新ひだか 沖田 忠幸 444 ―1：16．84 60．2�
48 イクヨロブロイ 牡3黒鹿56 田中 勝春太陽光� 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 480 ―1：17．12 80．9�

（クニノブロイ）

611	 プティットファム 牝3芦 54
51 ▲野中悠太郎吉田 千津氏 武井 亮 仏 M. Teruya

Yoshida 392 ―1：17．2� 75．5�
510 オモシロソウ 牝3鹿 54 大野 拓弥小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 田中 裕之 436 ―1：17．3� 48．3�
12 ブライティアマール 牝3青鹿54 宮崎 北斗小林 昌志氏 菊川 正達 平取 雅 牧場 420 ―1：18．36 57．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，581，200円 複勝： 37，773，600円 枠連： 15，142，000円
馬連： 51，288，300円 馬単： 25，502，500円 ワイド： 33，282，000円
3連複： 66，695，500円 3連単： 83，396，200円 計： 342，661，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 230円 � 140円 � 180円 枠 連（1－5） 1，810円

馬 連 �� 2，020円 馬 単 �� 4，770円

ワ イ ド �� 710円 �� 1，250円 �� 500円

3 連 複 ��� 4，440円 3 連 単 ��� 26，810円

票 数

単勝票数 計 295812 的中 � 23732（5番人気）
複勝票数 計 377736 的中 � 36076（4番人気）� 85722（1番人気）� 52396（3番人気）
枠連票数 計 151420 的中 （1－5） 6468（7番人気）
馬連票数 計 512883 的中 �� 19663（6番人気）
馬単票数 計 255025 的中 �� 4009（15番人気）
ワイド票数 計 332820 的中 �� 12004（6番人気）�� 6503（14番人気）�� 17745（3番人気）
3連複票数 計 666955 的中 ��� 11257（7番人気）
3連単票数 計 833962 的中 ��� 2255（65番人気）

ハロンタイム 12．0―11．2―11．5―12．3―12．7―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．2―34．7―47．0―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トラストテッペン �
�
父 トランセンド �

�
母父 バブルガムフェロー 初出走

2015．4．17生 牝3鹿 母 カウントオンミー 母母 サンセットバレー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔その他〕 ルコンセール号は，3コーナーから最後の直線コースにかけて内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブライティアマール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年2月20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18頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）18頭 アドバンスアゲン号・ウインメディウム号・オンベンデッドニー号・クレバーレディー号・シーホース号・

ダイダラボッチ号・ダニエル号・ティヴォリオベーネ号・トゥーレ号・ノボマハロ号・フォルテドンナ号・
フチコマ号・フランクオーシャン号・ペルランドール号・ボーンスキルフル号・ミキノトムトム号・
レーヌフォンテン号・ロトヴィンテージ号

追 加 記 事（第 1回中山競馬第 4日第 3競走）
〔その他〕　　ユメノイタダキ号は，競走中に疾病〔左第３手根骨々折〕を発症。なお，同馬は「タ

イムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



00065 1月20日 曇 良 （30中山1）第6日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走12時30分 （芝・右・外）

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
1：30．7
1：30．7

良
良

12 テンワールドレイナ 牝3栗 54 三浦 皇成天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 462± 01：34．9 3．5�
23 レガロデルソル 牝3鹿 54 柴田 善臣�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 494－ 61：35．43 15．8�
611 ゴージャスランチ 牝3黒鹿54 横山 典弘吉田 千津氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 486－101：35．5� 3．4�
815 シャープスティーン 牝3栗 54 戸崎 圭太林 正道氏 武井 亮 新ひだか 服部 牧場 460＋ 61：35．71� 6．3�
510 ペルネッティア 牝3青鹿 54

51 ▲野中悠太郎 �キャロットファーム 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 382 ― 〃 ハナ 69．7�
714 アポロレイア 牝3鹿 54 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 456－ 4 〃 クビ 41．9	
36 ペイシェンス 牝3栗 54 吉田 隼人北所 直人氏 小笠 倫弘 平取 赤石牧場 460＋101：35．91� 30．6

816 ミヤビフィオーラ 牝3黒鹿54 松岡 正海村上 義勝氏 中舘 英二 新ひだか 静内白井牧場 430＋ 41：36．11� 65．7�
59 レイヤーハート 牝3栗 54 石橋 脩 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 404± 0 〃 ハナ 40．9�
35 コスモフェリーク 牝3栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 428＋ 81：36．2� 11．4
713 ミフトゥーロ 牝3鹿 54 大野 拓弥藤田 在子氏 田島 俊明 日高 天羽 禮治 456－ 81：36．41� 13．6�
11 ブラックイメル 牝3黒鹿54 蛯名 正義杉澤 真吾氏 小野 次郎 新ひだか 木田牧場 458－ 41：36．61� 13．2�
48 ラブザワールド 牝3栗 54

51 ▲武藤 雅山口 裕介氏 黒岩 陽一 新冠 有限会社 大
作ステーブル 420＋141：36．81� 232．1�

24 ロ ン デ ル 牝3鹿 54 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 438－ 21：37．01� 10．3�

612 ス タ ン シ ア 牝3黒鹿54 黛 弘人西 浩明氏 池上 昌和 日高 下河辺牧場 426 ―1：38．610 181．3�
47 アーススマイヤー 牝3鹿 54 伊藤 工真松山 増男氏 宗像 義忠 白老 習志野牧場 440－ 61：39．34 156．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，967，500円 複勝： 56，746，000円 枠連： 20，213，000円
馬連： 73，325，400円 馬単： 33，588，500円 ワイド： 47，714，900円
3連複： 93，140，200円 3連単： 110，419，800円 計： 468，115，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 300円 � 130円 枠 連（1－2） 810円

馬 連 �� 2，850円 馬 単 �� 4，700円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 330円 �� 910円

3 連 複 ��� 3，460円 3 連 単 ��� 21，550円

票 数

単勝票数 計 329675 的中 � 73324（2番人気）
複勝票数 計 567460 的中 � 107808（2番人気）� 34568（8番人気）� 137149（1番人気）
枠連票数 計 202130 的中 （1－2） 19243（2番人気）
馬連票数 計 733254 的中 �� 19892（12番人気）
馬単票数 計 335885 的中 �� 5353（17番人気）
ワイド票数 計 477149 的中 �� 11501（13番人気）�� 40980（1番人気）�� 12661（12番人気）
3連複票数 計 931402 的中 ��� 20136（6番人気）
3連単票数 計1104198 的中 ��� 3714（38番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―11．2―11．5―12．1―12．5―12．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．2―34．4―45．9―58．0―1：10．5―1：22．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．0―3F36．9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テンワールドレイナ �
�
父 ローエングリン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．9．10 中山7着

2015．2．24生 牝3栗 母 レイナクーバ 母母 キューバリブレ 5戦1勝 賞金 8，350，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アーススマイヤー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年2月20日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ダンシングチコ号

00066 1月20日 曇 良 （30中山1）第6日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走13時05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

11 � ホリデーモード 牡3黒鹿56 田辺 裕信下河辺隆行氏 矢野 英一 米 Shimok-
obe Farm 492－ 42：03．7 1．5�

12 キングジョーカ 牡3鹿 56 江田 照男�FTU 天間 昭一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 470－ 22：04．01� 20．5�

36 コスモレリア 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 奥村 武 新冠 ビッグレッドファーム 468＋ 22：04．31� 6．7�
611 ロードイグニス 牡3栗 56 北村 宏司 �ロードホースクラブ 木村 哲也 浦河 ガーベラパー

クスタツド 432＋14 〃 ハナ 12．3�
23 ケイアイスープラ 牡3鹿 56 大野 拓弥亀田 和弘氏 田村 康仁 新ひだか 松田牧場 442± 02：04．4	 21．1	
612 コスモグラトナス 牡3青 56 宮崎 北斗 �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 460＋ 6 〃 ハナ 65．9

510 ユーロジャイズ 牡3栗 56 蛯名 正義水上 行雄氏 竹内 正洋 浦河 笠松牧場 448± 0 〃 ハナ 145．8�
59 ゴールドパッキャオ 牡3栗 56 内田 博幸増田 和啓氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム B462＋ 42：04．71� 28．6�
816 ミッキーボニータ 牡3鹿 56 三浦 皇成野田みづき氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 444－ 42：04．8� 5．5
714 ホウオウウィング 牡3青鹿56 吉田 隼人小笹 芳央氏 高木 登 浦河 栄進牧場 478－ 42：05．12 68．1�
47 コ ウ ノ ト リ 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅西村新一郎氏 伊藤 伸一 新ひだか 田原橋本牧場 432± 02：05．42 237．8�
35 � ストレイライトラン 牡3黒鹿56 武士沢友治 �ローレルレーシング 和田 正道 米 Jim Fitzgerald &

Katie Fitzgerald 474＋ 22：05．5	 163．0�
24 ゼネラルマッターレ 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎 �ジェネラルレーシング 小桧山 悟 新冠 レジェンドファーム 430± 02：05．6	 383．9�
48 トゥモローアンセム 牡3栗 56 黛 弘人岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 坂本 智広 B458－ 22：05．92 236．4�
815 ペ ラ ル タ 牝3黒鹿54 田中 勝春吉田 千津氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 446－ 62：06．0	 67．9�
713 マルヨマンボ 牡3鹿 56 西田雄一郎野村 春行氏 浅野洋一郎 浦河 鈴木 武蔵 460± 02：06．63	 426．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，676，900円 複勝： 90，336，900円 枠連： 17，289，000円
馬連： 70，806，900円 馬単： 41，074，900円 ワイド： 48，375，000円
3連複： 93，417，400円 3連単： 160，515，700円 計： 559，492，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 240円 � 150円 枠 連（1－1） 1，120円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 390円 �� 200円 �� 770円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 4，960円

票 数

単勝票数 計 376769 的中 � 192317（1番人気）
複勝票数 計 903369 的中 � 579937（1番人気）� 33232（6番人気）� 79160（2番人気）
枠連票数 計 172890 的中 （1－1） 11903（5番人気）
馬連票数 計 708069 的中 �� 49140（5番人気）
馬単票数 計 410749 的中 �� 22124（5番人気）
ワイド票数 計 483750 的中 �� 29547（5番人気）�� 74859（1番人気）�� 13476（9番人気）
3連複票数 計 934174 的中 ��� 52777（5番人気）
3連単票数 計1605157 的中 ��� 23452（11番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―13．1―12．7―13．2―12．6―12．2―11．9―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．4―37．5―50．2―1：03．4―1：16．0―1：28．2―1：40．1―1：51．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ホリデーモード �
�
父 Point of Entry �

�
母父 Harlan’s Holiday デビュー 2017．12．16 中山2着

2015．4．2生 牡3黒鹿 母 Ski Holiday 母母 Winter Morning 3戦1勝 賞金 9，800，000円



00067 1月20日 曇 稍重 （30中山1）第6日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走13時35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
1：08．7
1：08．7

重
重

711 タマモアモーレ 牡3栗 56
53 ▲武藤 雅タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 B468＋ 21：11．7 6．4�

57 フェリーチェ 牝3鹿 54 横山 典弘�大樹ファーム 菊沢 隆徳 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 444± 01：12．65 1．9�

813� カ ミ ノ コ 牡3青鹿56 三浦 皇成門野 重雄氏 森 秀行 米 Winches-
ter Farm 456－ 21：12．92 5．5�

11 ハーモニーライズ 牡3黒鹿56 石橋 脩日下部勝德氏 土田 稔 様似 様似堀牧場 494＋ 4 〃 ハナ 7．5�
33 ケイアイマリブ 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎亀田 和弘氏 和田 正道 新冠 新冠橋本牧場 470＋ 4 〃 アタマ 20．0	
46 ニシノオリーブ 牝3青 54 田辺 裕信西山 茂行氏 武藤 善則 新ひだか 本桐牧場 450± 01：13．11 17．4

34 キモンプリンス 牡3芦 56 大野 拓弥小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 西村 和夫 468＋ 21：13．2� 133．8�
45 モリトユウブ 牡3鹿 56 内田 博幸石橋 忠之氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 486＋ 2 〃 クビ 12．0�
69 マイネルレヴリー 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 新冠 武田 修一 452＋ 4 〃 ハナ 40．5
22 � ロータスクイーン 牝3黒鹿54 吉田 隼人�須野牧場 和田 正道 米

Robert Estill
Courtney Jr. & Dr.
H. Steve Conboy

480＋ 41：13．51� 37．6�
814 トキノメガミ 牝3栗 54 丹内 祐次時田 勝弘氏 小桧山 悟 浦河 中山牧場 450＋ 61：14．03 148．1�
610 マルブツインパルス 牡3栗 56 松岡 正海大澤 利久氏 杉浦 宏昭 浦河 岡本牧場 410＋ 21：14．85 104．8�
58 パ ス イ 牡3栗 56 西田雄一郎�ミルファーム 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 486－121：15．54 431．0�
712	 エムオープラチナ 牝3栗 54 勝浦 正樹大浅 貢氏 清水 英克 様似 堀 弘康 432± 01：15．6� 192．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 54，256，100円 複勝： 60，310，100円 枠連： 20，068，200円
馬連： 94，981，600円 馬単： 52，006，200円 ワイド： 53，391，800円
3連複： 110，533，400円 3連単： 172，372，000円 計： 617，919，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 180円 � 110円 � 160円 枠 連（5－7） 640円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 2，060円

ワ イ ド �� 320円 �� 590円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 11，980円

票 数

単勝票数 計 542561 的中 � 66853（3番人気）
複勝票数 計 603101 的中 � 66506（4番人気）� 203732（1番人気）� 81436（2番人気）
枠連票数 計 200682 的中 （5－7） 23928（2番人気）
馬連票数 計 949816 的中 �� 101000（1番人気）
馬単票数 計 520062 的中 �� 18845（5番人気）
ワイド票数 計 533918 的中 �� 44690（2番人気）�� 21637（7番人気）�� 38298（3番人気）
3連複票数 計1105334 的中 ��� 48317（3番人気）
3連単票数 計1723720 的中 ��� 10430（27番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．6―12．1―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．4―46．5―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモアモーレ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2017．7．15 福島13着

2015．5．11生 牡3栗 母 チャームダンス 母母 ダンシングゴッデス 3戦2勝 賞金 12，200，000円
〔制裁〕 タマモアモーレ号の騎手武藤雅は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・7番）

00068 1月20日 曇 稍重 （30中山1）第6日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走14時05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
1：08．7
1：08．7

重
重

11 アースヴィグラス 牝4鹿 54 横山 典弘松山 増男氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 454－ 21：11．9 10．4�
714 アルゴロオジエ 牝4黒鹿54 三浦 皇成エンジェルレーシング� 田村 康仁 日高 三城牧場 486＋ 41：12．11� 7．5�
23 レアドロップ 牝5芦 55

52 ▲武藤 雅岡田 牧雄氏 栗田 徹 新冠 秋田牧場 464＋ 41：12．41� 4．0�
36 アミーキティア 牝6栗 55 田辺 裕信�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466－ 21：12．71� 2．5�
713 ウォルプタス 牝4青鹿54 松岡 正海本間 充氏 和田正一郎 日高 本間牧場 448－101：12．8� 236．3�
510 ラッキーボックス 牝5鹿 55 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478－12 〃 ハナ 16．7	
612 ラブユーミー 牝4鹿 54 北村 宏司増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田牧場 498＋ 2 〃 クビ 44．5

59 リチュアルローズ 牝5鹿 55 田中 勝春 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム 478＋ 41：13．12 11．4�
24 メイスンラック 牝4黒鹿54 江田 照男梅村 浩氏 岩戸 孝樹 日高 下河辺牧場 B460－ 21：13．2� 41．5
816 バーミーブリーズ 牝4鹿 54 大野 拓弥吉田 照哉氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 458＋ 41：13．3クビ 8．2�
47 スカイソング 牝4芦 54 丹内 祐次西村 專次氏 古賀 史生 浦河 グラストレーニ

ングセンター 482＋161：13．72� 75．1�
12 � ブ ラ ー ゼ ン 牝4鹿 54 横山 和生杉浦 和也氏 松永 康利 千歳 社台ファーム 422－ 51：14．02 115．7�
48 ハーツブライト 牝4黒鹿54 村田 一誠伊東 純一氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：14．53 178．2�
611 シンラバンショウ 牝6鹿 55 吉田 隼人 �グリーンファーム新開 幸一 安平 ノーザンファーム 440＋12 〃 ハナ 73．8�
815� クリノヒミコ 牝4鹿 54 宮崎 北斗栗本 博晴氏 伊藤 伸一 釧路 横山 宏 460＋141：15．45 426．7�
35 プルメリアブーケ 牝5栗 55 石橋 脩吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 472＋161：15．61� 53．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，755，500円 複勝： 50，628，800円 枠連： 20，815，400円
馬連： 90，276，800円 馬単： 40，518，100円 ワイド： 50，799，700円
3連複： 107，924，100円 3連単： 148，071，300円 計： 545，789，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 240円 � 240円 � 160円 枠 連（1－7） 4，670円

馬 連 �� 4，650円 馬 単 �� 11，570円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 590円 �� 870円

3 連 複 ��� 6，850円 3 連 単 ��� 55，820円

票 数

単勝票数 計 367555 的中 � 28147（5番人気）
複勝票数 計 506288 的中 � 50623（3番人気）� 48332（5番人気）� 100196（2番人気）
枠連票数 計 208154 的中 （1－7） 3450（16番人気）
馬連票数 計 902768 的中 �� 15032（15番人気）
馬単票数 計 405181 的中 �� 2625（41番人気）
ワイド票数 計 507997 的中 �� 8590（17番人気）�� 22937（6番人気）�� 14881（9番人気）
3連複票数 計1079241 的中 ��� 11811（21番人気）
3連単票数 計1480713 的中 ��� 1923（170番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．7―12．2―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―34．2―46．4―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アースヴィグラス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2016．6．18 函館11着

2014．4．15生 牝4鹿 母 アースシンボル 母母 トリプルタイム 18戦2勝 賞金 17，870，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 スマイルハッピー号・プティトシャンティ号



00069 1月20日 曇 稍重 （30中山1）第6日 第9競走 ��
��1，800�

はつあかね

初 茜 賞
発走14時35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

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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

69 ハイランドピーク 牡4青鹿56 横山 典弘島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ
スティファーム 464－ 41：51．9 2．6�

812 リヴァイアサン 牡4鹿 56 石橋 脩星野 祐介氏 相沢 郁 青森 ユーコー牧場 B522＋ 21：53．510 11．4�
11 コティニャック 牡6青鹿57 戸崎 圭太伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 532＋ 4 〃 ハナ 7．9�

710 リヴェルディ 牡4鹿 56 吉田 隼人�佐藤牧場 中川 公成 平取 スガタ牧場 522＋ 21：53．71 2．6�
（法634）

45 ピントゥリッキオ 牝5鹿 55 北村 宏司大塚 亮一氏 池上 昌和 浦河 有限会社
松田牧場 460＋ 21：54．02 71．4	

56 ローレルリーベ 牡4栗 56 嘉藤 貴行 
ローレルレーシング 奥平 雅士 日高 リコーファーム 514＋ 61：54．31� 24．5�
44 パイロキネシスト 牡6黒鹿57 松岡 正海平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B502＋201：54．4クビ 33．3�
68 ニーマルサンデー 牡4青鹿56 大野 拓弥板橋 秋氏 田村 康仁 新ひだか 畠山牧場 472－ 2 〃 クビ 21．5
57 ピアシングステア 牡6栗 57 丹内 祐次水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 496－ 61：54．71� 9．0�
813 ダイチヴュルデ 牡7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 464＋ 61：54．8	 314．7�
22 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 506＋ 41：55．01
 101．0�
33 パイロキシン 牡6栗 57 西田雄一郎加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 B490－ 21：55．31� 194．1�
711 オージャイト 牝5鹿 55 内田 博幸 �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 492＋121：55．72 52．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 46，777，600円 複勝： 58，541，100円 枠連： 22，051，500円
馬連： 118，343，000円 馬単： 53，235，600円 ワイド： 63，194，400円
3連複： 144，245，500円 3連単： 207，064，900円 計： 713，453，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 240円 � 210円 枠 連（6－8） 1，060円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 1，780円

ワ イ ド �� 400円 �� 430円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 2，840円 3 連 単 ��� 10，700円

票 数

単勝票数 計 467776 的中 � 143667（1番人気）
複勝票数 計 585411 的中 � 152428（1番人気）� 51160（5番人気）� 64507（4番人気）
枠連票数 計 220515 的中 （6－8） 16017（5番人気）
馬連票数 計1183430 的中 �� 74570（4番人気）
馬単票数 計 532356 的中 �� 22390（5番人気）
ワイド票数 計 631944 的中 �� 42912（3番人気）�� 38510（4番人気）�� 13350（13番人気）
3連複票数 計1442455 的中 ��� 38007（9番人気）
3連単票数 計2070649 的中 ��� 14030（28番人気）

ハロンタイム 12．8―12．1―12．4―12．1―12．3―13．1―12．2―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．9―37．3―49．4―1：01．7―1：14．8―1：27．0―1：39．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハイランドピーク �
�
父 トーセンブライト �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2016．8．27 新潟15着

2014．5．16生 牡4青鹿 母 ハイランドダンス 母母 ル カ ダ ン ス 9戦3勝 賞金 41，008，000円

00070 1月20日 曇 良 （30中山1）第6日 第10競走 ��
��1，600�

し の の め

東 雲 賞
発走15時10分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下，29．1．21以降30．1．14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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

33 モ ア ナ 牝4青鹿54 内田 博幸吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 500＋ 21：34．6 2．0�
22 ショウナンアンセム 牡5芦 55 吉田 隼人�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 486＋ 6 〃 クビ 25．2�
44 シ ャ ラ ラ 牝5鹿 53 戸崎 圭太 Him Rock Racing 上原 博之 浦河 中島牧場 488＋ 21：34．7クビ 8．1�
69 ニシノアップルパイ 牡4鹿 54 大野 拓弥西山 茂行氏 中舘 英二 新ひだか 棚川 光男 492＋ 8 〃 クビ 12．8�
11 スズカメジャー 牡4鹿 55 三浦 皇成永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 B490－ 41：34．8� 6．9�
711 エクラミレネール 牝5芦 54 北村 宏司岡田 牧雄氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 470＋121：34．9� 17．3	
45 ユメノマイホーム 牝6栗 52 松岡 正海�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 462± 0 〃 ハナ 48．4

56 ラスイエットロス 牝5鹿 51 武藤 雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 416－ 8 〃 ハナ 248．6�
710 ニシノカブケ 牡6栗 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 514± 01：35．0� 20．1
813 レッドイグニス 	5黒鹿55 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 466± 01：35．1クビ 4．5�
57 フ ラ ガ リ ア 牝4黒鹿51 武士沢友治 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± 01：35．31
 92．6�
812 ストリートキャップ 牡6芦 54 石橋 脩 �ローレルレーシング 斎藤 誠 新冠 佐藤 信広 486＋ 21：35．51� 170．2�
68 カ レ ン 牝4栗 51 江田 照男�ミルファーム 金成 貴史 新ひだか 藤沢牧場 484＋ 81：35．71
 185．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 56，141，100円 複勝： 78，319，500円 枠連： 28，125，900円
馬連： 157，545，800円 馬単： 66，490，600円 ワイド： 82，134，400円
3連複： 180，347，200円 3連単： 275，554，400円 計： 924，658，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 430円 � 190円 枠 連（2－3） 1，820円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 2，600円

ワ イ ド �� 680円 �� 340円 �� 2，150円

3 連 複 ��� 3，400円 3 連 単 ��� 14，640円

票 数

単勝票数 計 561411 的中 � 220730（1番人気）
複勝票数 計 783195 的中 � 238813（1番人気）� 31552（8番人気）� 96112（3番人気）
枠連票数 計 281259 的中 （2－3） 11957（7番人気）
馬連票数 計1575458 的中 �� 81189（6番人気）
馬単票数 計 664906 的中 �� 19176（9番人気）
ワイド票数 計 821344 的中 �� 30185（9番人気）�� 68907（2番人気）�� 8887（25番人気）
3連複票数 計1803472 的中 ��� 39714（13番人気）
3連単票数 計2755544 的中 ��� 13637（46番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．4―36．1―47．7―59．6―1：11．1―1：22．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F35．0

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

勝馬の
紹 介

モ ア ナ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2016．8．28 新潟3着

2014．1．29生 牝4青鹿 母 プロミネント 母母 プロモーション 9戦3勝 賞金 42，500，000円



00071 1月20日 曇 稍重 （30中山1）第6日 第11競走 ��
��1，800�アレキサンドライトステークス

発走15時45分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，29．1．21以降30．1．14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
1：48．5
1：47．8

重
重

816 フェニックスマーク 牡4鹿 55 横山 典弘伊東 純一氏 田島 俊明 新ひだか タツヤファーム 546－ 21：53．7 1．8�
612 ブライトンロック 牡4黒鹿54 田中 勝春坂巻 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± 01：53．91� 13．4�
59 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 520－ 61：54．0� 28．2�
11 トウカイエントリー 牡7栗 56 蛯名 正義内村 正則氏 栗田 徹 浦河 王蔵牧場 512＋ 21：54．1� 4．7�
24 	 パルトネルラーフ 牡5鹿 55 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高木 登 日高 浜本牧場 498－ 41：54．31� 17．2�
36 クロフネビームス 牝6芦 53 吉田 隼人古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 490＋ 2 〃 クビ 7．4	
714 イーストオブザサン 牡5黒鹿55 武士沢友治三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 468－ 21：54．4クビ 43．8

35 スペルマロン 
4栗 54 丹内 祐次西森 鶴氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 504＋ 2 〃 アタマ 22．7�
815 スマートボムシェル 牡6栗 54 戸崎 圭太大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 510－ 2 〃 クビ 16．9�
12 ロードフォワード 牡7青鹿53 三浦 皇成 �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 458－ 61：54．6� 76．4
47 ベルウッドテラス 
8鹿 53 柴田 善臣鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 日高 オリオンファーム 500－ 2 〃 ハナ 267．0�
611 コアレスキング 牡8鹿 53 勝浦 正樹小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 コアレススタッド 544－ 2 〃 ハナ 153．9�
48 カルムパシオン 
5鹿 54 石橋 脩前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 526－ 41：54．7� 52．5�
713 メガオパールカフェ 牡7栗 53 横山 和生西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 544－ 21：55．12� 176．0�
23 フィールザプリティ 牝6黒鹿52 北村 宏司櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 460－ 61：55．31� 38．2�
510 ジュエルメーカー 牝6黒鹿53 松岡 正海前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 510＋ 61：57．1大差 88．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 85，742，800円 複勝： 119，762，000円 枠連： 67，477，000円
馬連： 319，555，200円 馬単： 140，921，100円 ワイド： 151，223，300円
3連複： 448，108，200円 3連単： 672，152，900円 計： 2，004，942，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 130円 � 260円 � 370円 枠 連（6－8） 800円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 480円 �� 870円 �� 3，020円

3 連 複 ��� 5，670円 3 連 単 ��� 13，920円

票 数

単勝票数 計 857428 的中 � 362273（1番人気）
複勝票数 計1197620 的中 � 317375（1番人気）� 103449（4番人気）� 65123（7番人気）
枠連票数 計 674770 的中 （6－8） 65285（3番人気）
馬連票数 計3195552 的中 �� 244472（3番人気）
馬単票数 計1409211 的中 �� 84141（3番人気）
ワイド票数 計1512233 的中 �� 86481（3番人気）�� 44224（7番人気）�� 12012（32番人気）
3連複票数 計4481082 的中 ��� 59272（17番人気）
3連単票数 計6721529 的中 ��� 35003（32番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―37．5―50．7―1：03．5―1：16．3―1：28．6―1：40．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．4
1
3
8，9（5，16）（1，10）6（2，3，15）（4，14）11（7，13）12
8，9（5，16，13）（6，1，10）（2，4，15，3）12（7，14）11

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

勝馬の
紹 介

フェニックスマーク �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．8．14 新潟2着

2014．2．28生 牡4鹿 母 エターナルロマンス 母母 シルクフェニックス 6戦4勝 賞金 47，336，000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） 4頭 アースコネクター号・エニグマ号・メイスンウォー号・ロイヤルパンプ号

00072 1月20日 曇 良 （30中山1）第6日 第12競走 ��
��2，200�サラブレッド系4歳以上

発走16時20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
2：10．1
2：09．9

良
良

612 クレッシェンドラヴ 牡4鹿 56 内田 博幸広尾レース� 二ノ宮敬宇 新ひだか 木村 秀則 492± 02：14．9 3．3�
47 プレイヤーサムソン 牡5鹿 57 蛯名 正義嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 474－ 2 〃 クビ 15．7�
815 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 470± 02：15．0� 2．7�
24 マイネルクラフト 牡5黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 ビッグレッドファーム B488－ 22：15．1� 13．2�
611 カ マ ク ラ 牝5黒鹿55 横山 典弘市川義美ホール

ディングス� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 450－ 42：15．73� 17．1�
23 フォーワンタイキ 牡6栗 57 田辺 裕信川島 与市氏 石毛 善彦 新ひだか 猪野毛牧場 454－ 4 〃 ハナ 67．8	
510 ウインドオブホープ 	5栗 57 三浦 皇成
木村牧場 鹿戸 雄一 日高 木村牧場 540＋ 62：15．8� 290．1�
713 ハートオブスワロー 牝4黒鹿54 勝浦 正樹
ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 432± 02：15．9� 90．3�
11 キャニオンロード 	5鹿 57 吉田 隼人 
サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 484＋16 〃 クビ 60．3
36 ブルースカイハーツ 牡4黒鹿 56

53 ▲武藤 雅 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 日高 タバタファーム 452＋142：16．0� 14．8�

12 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 472－ 82：16．1� 6．1�
35 サ ッ チ ン 牝4鹿 54

51 ▲野中悠太郎由井健太郎氏 古賀 慎明 新ひだか 上村 清志 438＋ 82：16．2
 201．7�
714 サーベラージュ 牡4栗 56 石橋 脩�G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 484＋ 82：16．3クビ 26．0�
59 マヤノピナクル 牡5鹿 57 北村 宏司田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 B458＋ 22：16．51� 23．2�
816 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 452－ 4 〃 ハナ 59．3�
48 パルナッソス 	4芦 56 江田 照男 
キャロットファーム 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム B496＋ 42：17．14 102．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 71，598，400円 複勝： 97，577，800円 枠連： 39，626，200円
馬連： 166，818，500円 馬単： 73，066，200円 ワイド： 101，471，100円
3連複： 217，187，400円 3連単： 313，426，100円 計： 1，080，771，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 300円 � 130円 枠 連（4－6） 2，620円

馬 連 �� 4，200円 馬 単 �� 6，170円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 260円 �� 780円

3 連 複 ��� 3，000円 3 連 単 ��� 22，060円

票 数

単勝票数 計 715984 的中 � 171111（2番人気）
複勝票数 計 975778 的中 � 186310（2番人気）� 60254（5番人気）� 231467（1番人気）
枠連票数 計 396262 的中 （4－6） 11687（11番人気）
馬連票数 計1668185 的中 �� 30768（16番人気）
馬単票数 計 730662 的中 �� 8879（20番人気）
ワイド票数 計1014711 的中 �� 20739（15番人気）�� 117575（1番人気）�� 30670（7番人気）
3連複票数 計2171874 的中 ��� 54265（6番人気）
3連単票数 計3134261 的中 ��� 10298（47番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．8―36．1―48．5―1：01．1―1：13．6―1：26．1―1：38．4―1：50．6―2：02．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クレッシェンドラヴ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2016．10．22 東京12着

2014．4．14生 牡4鹿 母 ハイアーラヴ 母母 Dollar Bird 9戦2勝 賞金 18，140，000円



（30中山1）第6日 1月20日（土曜日） 曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 178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

193，190，000円
18，120，000円
1，360，000円
21，300，000円
72，597，500円
4，628，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
539，217，700円
770，972，000円
291，879，100円
1，318，443，400円
613，692，800円
748，274，900円
1，698，896，300円
2，464，556，600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 8，445，932，800円

総入場人員 16，208名 （有料入場人員 14，669名）
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