
3302512月8日 曇 稍重 （30中山5）第3日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走9時50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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

48 ダウンタウンプリマ 牝2栗 54 大野 拓弥林 正道氏 斎藤 誠 新ひだか 服部 牧場 452＋ 21：12．0 76．1�
47 ステイホット 牝2栗 54 岩田 康誠小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 476－ 21：12．21� 10．0�
11 エスプランデル 牡2鹿 55 W．ビュイック �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 494＋ 81：12．52 3．0�

（英）

24 コマノゼニト 牡2鹿 55 内田 博幸長谷川芳信氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 470＋ 81：12．71 5．4�
35 アサクサマヤ 牝2鹿 54 横山 典弘蛭田 素子氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 486－10 〃 クビ 30．9�
815 セ イ ス ピ カ 牝2黒鹿54 三浦 皇成金田 成基氏 中川 公成 新冠 松本 信行 430＋ 21：13．02 12．0	
611 クールティアラ 牝2鹿 54 柴田 大知川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 沖田 博志 468＋ 61：13．21� 4．2

23 アテンフェアリー 牝2黒鹿 54

51 ▲木幡 育也齊藤 直信氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 456＋ 21：13．3クビ 19．4�
816 ベリッシモファルコ 牝2栗 54

53 ☆木幡 巧也岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 真歌田中牧場 B446－ 21：13．51� 62．4�
612 ローズドクレア 牝2鹿 54 江田 照男古賀 和夫氏 古賀 史生 新冠 対馬 正 486＋ 81：14．13� 246．6
12 フレッシュスマイル 牝2栗 54 戸崎 圭太坪野谷和平氏 勢司 和浩 新ひだか 真歌田中牧場 454－ 21：14．31� 7．1�
714 クリキンツバ 牝2栗 54 武士沢友治田頭 勇貴氏 星野 忍 日高 原田牧場 466－101：15．15 483．6�
59 ジュンサナエ 牝2鹿 54 伴 啓太河合 純二氏 高柳 瑞樹 新冠 川上牧場 444± 01：15．2クビ 669．8�
36 ハチノヘキンボシ 牡2黒鹿55 西田雄一郎西村新一郎氏 天間 昭一 青森 織笠 時男 436＋ 61：15．62� 664．3�
713 シナモンシュガー 牝2芦 54 石川裕紀人 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム B440－ 21：17．3大差 243．7�
510 ラトラップクール 牡2芦 55

52 ▲野中悠太郎田頭 勇貴氏 大江原 哲 新ひだか 坂本牧場 B464＋ 21：19．2大差 401．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，077，300円 複勝： 50，472，900円 枠連： 12，572，700円
馬連： 57，170，100円 馬単： 26，364，000円 ワイド： 43，104，300円
3連複： 84，238，200円 3連単： 98，900，100円 計： 401，899，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，610円 複 勝 � 1，550円 � 330円 � 150円 枠 連（4－4） 19，100円

馬 連 �� 30，160円 馬 単 �� 71，120円

ワ イ ド �� 5，650円 �� 3，250円 �� 820円

3 連 複 ��� 30，080円 3 連 単 ��� 405，090円

票 数

単勝票数 計 290773 的中 � 3241（10番人気）
複勝票数 計 504729 的中 � 6196（10番人気）� 36565（6番人気）� 119033（1番人気）
枠連票数 計 125727 的中 （4－4） 510（22番人気）
馬連票数 計 571701 的中 �� 1469（40番人気）
馬単票数 計 263640 的中 �� 278（81番人気）
ワイド票数 計 431043 的中 �� 1906（40番人気）�� 3347（29番人気）�� 14205（12番人気）
3連複票数 計 842382 的中 ��� 2100（76番人気）
3連単票数 計 989001 的中 ��� 177（599番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．4―12．1―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．1―46．2―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダウンタウンプリマ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 City Zip デビュー 2018．10．28 東京9着

2016．3．10生 牝2栗 母 ダウンタウンガール 母母 Beautiful Moment 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔騎手変更〕 ベリッシモファルコ号の騎手菊沢一樹は，負傷のため木幡巧也に変更。
〔その他〕 エスプランデル号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シナモンシュガー号・ラトラップクール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年

2月8日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 エスプランデル号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成31年1月8日まで出走できない。
※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。
（非当選馬） 5頭 グラスボイジャー号・ケイツールフィヤ号・シュンラン号・デュエットソング号・ホットスタンプ号
※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。

3302612月8日 曇 稍重 （30中山5）第3日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時20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
1：52．7
1：50．9

良
不良

34 ロジギムレット 牡2鹿 55 横山 典弘久米田正明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 456－ 41：57．2 2．6�
33 セイヴァリアント 牡2黒鹿55 三浦 皇成金田 成基氏 中川 公成 日高 本間牧場 482－ 4 〃 クビ 3．7�
57 レトロフィット 牝2鹿 54 内田 博幸吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 486＋ 41：57．41� 13．1�
22 ア ル マ マ 牡2芦 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 千代田牧場 444＋ 61：57．5クビ 2．8�
58 ヴァンキッシュアイ 牡2鹿 55

54 ☆木幡 巧也会田 浩史氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 466± 01：58．03 32．0�
11 エレガントエルフ 牡2鹿 55 伴 啓太早川 経一氏 高柳 瑞樹 新ひだか 岡田スタツド B476－ 2 〃 ハナ 43．7	
711 ケイティクラウン �2栗 55 嘉藤 貴行瀧本 和義氏 清水 英克 日高 中館牧場 B478＋ 2 〃 ハナ 193．5

45 ラウズアップ 牡2黒鹿 55

54 ☆木幡 初也田頭 勇貴氏 萱野 浩二 日高 株式会社カ
ネツ牧場 416＋ 41：58．31� 46．6�

712 ニシノアマタ 牝2栗 54
51 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 浦河 谷川牧場 440± 01：58．4� 68．8�

610 ノーブルベガ 牝2芦 54 勝浦 正樹吉木 伸彦氏 水野 貴広 新ひだか 土田農場 456＋ 41：58．61� 155．8
814 トミケンミステリオ 牡2栗 55 江田 照男冨樫 賢二氏 武市 康男 日高 永村 侑 466－ 41：59．02� 75．8�
46 テイエムヤマビコ 牝2栗 54

51 ▲木幡 育也竹園 正繼氏 加藤 和宏 日高 日高テイエム
牧場株式会社 466＋ 4 〃 アタマ 343．9�

69 サノノドラゴン 牡2鹿 55 丹内 祐次佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 418± 01：59．95 274．2�
813 マンゴープリン 牝2黒鹿54 菅原 隆一田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新ひだか 小倉 光博 434－ 22：01．07 452．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 26，425，200円 複勝： 27，206，300円 枠連： 12，344，400円
馬連： 42，217，300円 馬単： 23，746，700円 ワイド： 32，818，700円
3連複： 66，702，000円 3連単： 87，490，000円 計： 318，950，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 130円 � 180円 枠 連（3－3） 460円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 180円 �� 520円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 4，330円

票 数

単勝票数 計 264252 的中 � 83331（1番人気）
複勝票数 計 272063 的中 � 77538（1番人気）� 54044（3番人気）� 28074（4番人気）
枠連票数 計 123444 的中 （3－3） 20676（2番人気）
馬連票数 計 422173 的中 �� 87924（1番人気）
馬単票数 計 237467 的中 �� 25039（1番人気）
ワイド票数 計 328187 的中 �� 58767（2番人気）�� 13864（5番人気）�� 13871（4番人気）
3連複票数 計 667020 的中 ��� 38149（2番人気）
3連単票数 計 874900 的中 ��� 14638（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―37．2―50．8―1：03．8―1：16．7―1：30．0―1：43．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロジギムレット �
�
父 ロジユニヴァース �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2018．10．8 東京9着

2016．3．2生 牡2鹿 母 ロジフェローズ 母母 スイートフェローズ 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 ラウズアップ号の騎手菊沢一樹は，負傷のため木幡初也に変更。
〔調教再審査〕 アルママ号は，最後の直線コースで内側に逃避したことについて平地調教再審査。

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３日



3302712月8日 曇 良 （30中山5）第3日 第3競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走10時50分 （芝・右・外）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

12 ウインレフィナード 牡2黒鹿55 戸崎 圭太�ウイン 畠山 吉宏 浦河 猿橋 義昭 444＋ 41：36．0 4．8�
24 ベストオンアース 牝2栗 54 大野 拓弥�須野牧場 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 484＋ 4 〃 アタマ 7．3�
23 コスモビックラコグ 牡2栗 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中川 公成 新冠 ビッグレッドファーム 476＋ 61：36．32 74．1�
510 ム ニ ア イ ン 牡2栗 55 W．ビュイック 吉田 勝己氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 486＋ 21：36．4� 6．4	

（英）

815 ナックゼウス 牡2栗 55 岩田 康誠小松 欣也氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 498＋ 41：36．5クビ 17．8

11 トーセンジンライム 牡2青 55 江田 照男島川 �哉氏 古賀 史生 新冠 競優牧場 442＋ 61：37．13� 24．5�
59 ロードリッチ 牡2鹿 55 田辺 裕信宇田 豊氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 504－ 41：37．2� 2．5
816 ミヤビペルラ 牝2黒鹿54 三浦 皇成村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 高橋 修 428－ 8 〃 アタマ 306．8�
48 キャルスカイ 牝2黒鹿54 内田 博幸里見 治紀氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 412＋ 4 〃 クビ 17．1�
47 	 エターナルブレイズ 牝2鹿 54 横山 典弘�レッドマジック金成 貴史 愛

Ecurie Des Mon-
ceaux & Sky-
marc Farm Inc

464－ 21：37．3クビ 9．4�
714 マイネルリサイタル 牡2鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 ビッグレッドファーム 422± 0 〃 クビ 818．8�
611 ニンジンムスメ 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎三岡 陽氏 小桧山 悟 青森 長谷地 義正 420－ 21：37．4� 444．2�
35 ブルーコーナー 牝2青 54

51 ▲木幡 育也�サンライズ 菊沢 隆徳 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 456－ 21：37．5� 113．0�

36 パーティーアニマル 牡2鹿 55 宮崎 北斗田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 浦河 近藤牧場 440＋ 2 〃 ハナ 349．8�
612 サドラーチョウサン 牝2鹿 54 酒井 学�チョウサン 松永 康利 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 408± 01：37．6� 112．8�
713 ロードミラージュ 牡2青鹿55 石川裕紀人 �ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム 424＋10 〃 クビ 208．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，987，000円 複勝： 47，027，600円 枠連： 15，944，200円
馬連： 57，186，300円 馬単： 25，967，500円 ワイド： 42，023，400円
3連複： 77，355，900円 3連単： 96，063，400円 計： 393，555，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 160円 � 210円 � 1，100円 枠 連（1－2） 850円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，850円

ワ イ ド �� 420円 �� 2，490円 �� 3，510円

3 連 複 ��� 14，210円 3 連 単 ��� 59，320円

票 数

単勝票数 計 319870 的中 � 55140（2番人気）
複勝票数 計 470276 的中 � 95838（2番人気）� 60523（3番人気）� 7938（9番人気）
枠連票数 計 159442 的中 （1－2） 14393（4番人気）
馬連票数 計 571863 的中 �� 46599（2番人気）
馬単票数 計 259675 的中 �� 10490（4番人気）
ワイド票数 計 420234 的中 �� 28776（3番人気）�� 4104（26番人気）�� 2893（31番人気）
3連複票数 計 773559 的中 ��� 4081（49番人気）
3連単票数 計 960634 的中 ��� 1174（214番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―12．1―12．1―12．2―11．7―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．4―36．5―48．6―1：00．8―1：12．5―1：24．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F35．2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウインレフィナード �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2018．6．3 東京6着

2016．3．31生 牡2黒鹿 母 タツグレース 母母 カウンティングレインボーズ 7戦1勝 賞金 12，900，000円
〔騎手変更〕 ブルーコーナー号の騎手菊沢一樹は，負傷のため木幡育也に変更。
〔制裁〕 ムニアイン号の騎手W．ビュイックは，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）

ムニアイン号の騎手W．ビュイックは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15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。

3302812月8日 曇 良 （30中山5）第3日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走11時20分 （芝・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
1：46．4
1：45．6

良
良

59 メ ッ シ ー ナ 牝2鹿 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 468－ 21：49．1 1．5�
36 ギフトオブアート 牝2鹿 54 三浦 皇成ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494＋ 61：49．41� 5．2�
35 グラデュアリー 牝2栗 54 田辺 裕信 �社台レースホース尾形 和幸 安平 追分ファーム 426－ 21：49．93 24．2�
48 タマノジュメイラ 牝2鹿 54 岩田 康誠玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 456＋141：50．21� 19．2�
510 ガ ロ シ ェ 牝2黒鹿54 横山 典弘 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448－ 41：50．41� 8．8�
714 ショウナンバニラ 牝2鹿 54 古川 吉洋�湘南 武市 康男 日高 中原牧場 418± 0 〃 クビ 335．2	
611 マリノオークション 牝2黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也矢野まり子氏 牧 光二 日高 クラウン日高牧場 476± 01：50．5クビ 23．5

23 ワイルドオーキッド 牝2栗 54 柴田 大知 �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 398＋ 21：50．71� 14．3�
713 ニ シ ノ モ エ 牝2青鹿54 勝浦 正樹西山 茂行氏 小西 一男 新ひだか 本桐牧場 418－10 〃 ハナ 85．6
11 アメリオラシオン 牝2鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新ひだか 佐藤 陽一 464－ 6 〃 ハナ 47．9�
815 スマートブランコ 牝2栗 54

51 ▲野中悠太郎吉田喜代司氏 佐藤 吉勝 浦河 有限会社
松田牧場 410－ 61：50．8� 327．4�

12 ニシノアメイズ 牝2鹿 54 内田 博幸西山 茂行氏 松山 将樹 日高 長谷川 一男 480＋ 81：51．01� 43．7�
816 フライトゥヘヴン 牝2栗 54

51 ▲木幡 育也大塚 亮一氏 新開 幸一 浦河 日の出牧場 B418－ 41：51．31� 421．0�
47 ア ブ シ ン ス 牝2栗 54 嘉藤 貴行芹澤 精一氏 田中 清隆 様似 山口 幸雄 458＋ 4 〃 クビ 542．9�
24 ランスフォード 牝2黒鹿54 柴田 善臣吉田 勝己氏 和田 勇介 安平 ノーザンファーム 456＋281：52．15 152．1�
612 スティーリア 牝2青鹿54 石川裕紀人 �社台レースホース池上 昌和 安平 追分ファーム 488＋ 21：54．0大差 281．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，555，900円 複勝： 56，941，100円 枠連： 14，759，700円
馬連： 47，724，500円 馬単： 27，232，000円 ワイド： 38，142，100円
3連複： 70，298，900円 3連単： 102，361，700円 計： 389，015，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 140円 � 310円 枠 連（3－5） 280円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 210円 �� 620円 �� 920円

3 連 複 ��� 1，810円 3 連 単 ��� 4，660円

票 数

単勝票数 計 315559 的中 � 159006（1番人気）
複勝票数 計 569411 的中 � 273250（1番人気）� 83030（2番人気）� 21846（7番人気）
枠連票数 計 147597 的中 （3－5） 39560（1番人気）
馬連票数 計 477245 的中 �� 92760（1番人気）
馬単票数 計 272320 的中 �� 38387（1番人気）
ワイド票数 計 381421 的中 �� 56838（1番人気）�� 14127（8番人気）�� 9231（12番人気）
3連複票数 計 702989 的中 ��� 29097（6番人気）
3連単票数 計1023617 的中 ��� 15900（8番人気）

ハロンタイム 12．7―12．0―12．3―12．2―11．7―12．1―12．0―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．7―37．0―49．2―1：00．9―1：13．0―1：25．0―1：36．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メ ッ シ ー ナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Medicean デビュー 2018．10．13 東京3着

2016．4．2生 牝2鹿 母 シ ユ ー マ 母母 Sichilla 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔騎手変更〕 スマートブランコ号の騎手菊沢一樹は，負傷のため野中悠太郎に変更。
〔制裁〕 ショウナンバニラ号の騎手古川吉洋は，1コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スティーリア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年1月8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） 4頭 カメチャン号・シングングレース号・ノーブルテラ号・メイソフィア号



3302912月8日 曇 良 （30中山5）第3日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時10分 （芝・右・外）

牝，新馬；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
1：33．4
1：32．3

良
良

12 スカイシアター 牝2鹿 54 石川裕紀人 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 浦河 大柳ファーム 422 ―1：37．0 38．6�
47 シャワークライム 牝2黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 426 ― 〃 クビ 85．2�
713 スマイルワールド 牝2鹿 54 蛯名 正義吉田 安惠氏 和田 勇介 安平 追分ファーム 410 ―1：37．1� 52．7�
35 テ ミ ス 牝2青 54 内田 博幸 �カナヤマホール

ディングス 黒岩 陽一 日高 モリナガファーム 440 ―1：37．2� 13．6�
11 ミ ス マ リ ア 牝2鹿 54 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 446 ―1：37．3クビ 1．7�
815 ミツカネローズ 牝2鹿 54 勝浦 正樹小山田 満氏 本間 忍 日高 日高大洋牧場 426 ―1：37．4� 19．1	
36 エ レ ベ ル 牝2鹿 54 横山 典弘吉田 照哉氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 414 ― 〃 クビ 4．6

816 スリーオーラ 牝2芦 54

51 ▲木幡 育也永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 420 ―1：37．71� 230．5�
714 マメールロア 牝2栗 54 三浦 皇成 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 398 ―1：37．8� 9．6
24 ミサトテスコ 牝2鹿 54 武士沢友治戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 木村 秀則 434 ―1：37．9� 332．1�
48 ペイシャカノープス 牝2栗 54

53 ☆木幡 初也北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 448 ―1：38．0� 25．6�
23 メイチャリティ 牝2黒鹿54 大野 拓弥千明牧場 岩戸 孝樹 浦河 千明牧場 452 ―1：38．31� 30．3�
612 マナツノユキ 牝2青鹿54 宮崎 北斗澤田 孝之氏 菊沢 隆徳 様似 様似堀牧場 470 ―1：38．61� 141．5�
59 テイエムワンダー 牝2黒鹿54 丹内 祐次竹園 正繼氏 加藤 和宏 日高 日高テイエム

牧場株式会社 416 ― 〃 アタマ 299．5�
510 エンジェルインメイ 牝2黒鹿54 戸崎 圭太谷口 祐人氏 武藤 善則 浦河 大北牧場 412 ―1：39．02� 50．7�
611 リ ロ ー ズ 牝2栗 54 嘉藤 貴行杉浦 和也氏 土田 稔 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458 ―1：39．63� 423．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，672，900円 複勝： 34，788，400円 枠連： 15，200，500円
馬連： 49，298，300円 馬単： 27，605，600円 ワイド： 33，808，200円
3連複： 62，843，700円 3連単： 88，063，100円 計： 344，280，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，860円 複 勝 � 870円 � 1，710円 � 1，010円 枠 連（1－4） 1，200円

馬 連 �� 56，680円 馬 単 �� 138，950円

ワ イ ド �� 10，560円 �� 6，960円 �� 15，800円

3 連 複 ��� 368，220円 3 連 単 ��� 1，877，810円

票 数

単勝票数 計 326729 的中 � 7178（8番人気）
複勝票数 計 347884 的中 � 10756（8番人気）� 5266（11番人気）� 9220（10番人気）
枠連票数 計 152005 的中 （1－4） 9766（4番人気）
馬連票数 計 492983 的中 �� 674（60番人気）
馬単票数 計 276056 的中 �� 149（123番人気）
ワイド票数 計 338082 的中 �� 826（57番人気）�� 1259（49番人気）�� 551（66番人気）
3連複票数 計 628437 的中 ��� 128（272番人気）
3連単票数 計 880631 的中 ��� 34（1379番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．2―12．3―12．5―12．1―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．2―36．4―48．7―1：01．2―1：13．3―1：25．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．3―3F35．8

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

勝馬の
紹 介

スカイシアター �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Mineshaft 初出走

2016．2．29生 牝2鹿 母 タ ッ チ ア ス 母母 Satin Sunrise 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 マナツノユキ号の騎手菊沢一樹は，負傷のため宮崎北斗に変更。
※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） 6頭 アマポーラ号・アラスカ号・オスカーティアラ号・カーテンジュエル号・トマトーマ号・ミラキュラスパワー号

3303012月8日 曇 良 （30中山5）第3日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時45分 （ダート・右）
新馬；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

36 ベイオブコトル 牡2鹿 55 W．ビュイックゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 442 ―1：12．4 6．4�

（英）

510 サンダーソニア 牝2栗 54 大野 拓弥�ジェイアール 田村 康仁 浦河 中島牧場 484 ―1：12．82� 2．3�
816 ブラックアウト 牡2黒鹿55 田辺 裕信瀬瀬 賢氏 岩戸 孝樹 新冠 安達 洋生 468 ―1：13．01� 17．6�
714 エンシャントロア 牝2栗 54

53 ☆木幡 巧也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 488 ―1：13．1� 6．0�

611 パイロジェン 牡2栗 55 内田 博幸ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 456 ―1：13．31� 14．0�

12 ダイヤレイジング 牝2栗 54 酒井 学三浦 勝仁氏 小崎 憲 日高 浜本牧場 448 ― 〃 クビ 7．9	
713 ホーリーライン 牝2青鹿 54

51 ▲木幡 育也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 矢野 英一 新冠 スカイビーチステーブル 428 ―1：13．93� 17．1


815 ブルーシューズ 牡2鹿 55 勝浦 正樹田島榮二郎氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 478 ―1：14．0� 34．9�
612 ニーマルティアラ 牝2栗 54

53 ☆木幡 初也板橋 秋氏 田村 康仁 日高 沖田牧場 416 ― 〃 ハナ 74．5�
24 グ ラ ミ ス 牝2芦 54 柴田 善臣佐藤 壽男氏 尾形 和幸 新ひだか 荒木 貴宏 428 ―1：14．42� 89．1
59 アルファフレイム 牡2栗 55 伊藤 工真�貴悦 和田正一郎 新冠 松浦牧場 454 ―1：14．61� 89．6�
35 ペイシャスプリング 牝2栗 54 伴 啓太北所 直人氏 松永 康利 浦河 梅田牧場 448 ―1：14．7	 225．5�
48 ゼネラルアダージョ 牝2鹿 54 蛯名 正義 �ジェネラルレーシング 中野 栄治 新冠 レジェンドファーム 450 ―1：15．02 166．4�
11 タイセイハーモニー 牝2鹿 54 岩田 康誠田中 成奉氏 栗田 徹 新ひだか 千代田牧場 442 ―1：15．1� 58．0�
23 コパノアダムス 牡2鹿 55 石川裕紀人小林 照弘氏 上原 博之 新ひだか 伊藤 敏明 498 ― 〃 クビ 34．9�
47 グラディート 牝2鹿 54 嘉藤 貴行米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 木下牧場 406 ―1：16．16 189．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，672，000円 複勝： 41，672，800円 枠連： 17，661，800円
馬連： 58，682，400円 馬単： 26，730，700円 ワイド： 42，969，800円
3連複： 79，089，300円 3連単： 86，400，400円 計： 390，879，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 200円 � 130円 � 320円 枠 連（3－5） 1，390円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 3，040円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，520円 �� 920円

3 連 複 ��� 5，170円 3 連 単 ��� 25，500円

票 数

単勝票数 計 376720 的中 � 48654（3番人気）
複勝票数 計 416728 的中 � 48738（4番人気）� 113036（1番人気）� 25089（7番人気）
枠連票数 計 176618 的中 （3－5） 9819（6番人気）
馬連票数 計 586824 的中 �� 35482（3番人気）
馬単票数 計 267307 的中 �� 6579（9番人気）
ワイド票数 計 429698 的中 �� 23807（3番人気）�� 6912（17番人気）�� 11798（9番人気）
3連複票数 計 790893 的中 ��� 11458（14番人気）
3連単票数 計 864004 的中 ��� 2456（63番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．6―12．3―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．5―46．8―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベイオブコトル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Elusive Quality 初出走

2016．3．20生 牡2鹿 母 ハーロンベイ 母母 コージーベイ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ブルーシューズ号の騎手勝浦正樹は，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：14番）

ホーリーライン号の騎手木幡育也は，後検量について注意義務を怠り過怠金10，000円。
※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） 9頭 アシャカマキシン号・キラキラブシ号・ゴウユウ号・ジャパンスウェプト号・ダイフゴウ号・ダージル号・

ツウカイステラ号・ピエナキャプテン号・リバティヘッド号
※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。



3303112月8日 曇 良 （30中山5）第3日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走13時15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
1：52．7
1：50．9

良
不良

22 ヴァイトブリック 牡2青鹿55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 494＋ 81：54．6 1．8�
58 セイカヤマノ 牡2黒鹿55 武士沢友治久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム B480＋ 21：55．13 92．6�
711 ロダルキラー 牡2栗 55 田辺 裕信ディアレストクラブ� 高橋 裕 新ひだか 三石川上牧場 508± 01：55．41� 35．0�
814 ノーベルプライズ 牡2黒鹿55 三浦 皇成平賀 久枝氏 古賀 史生 日高 中原牧場 492＋ 2 〃 ハナ 15．3�
46 � ワシントンテソーロ 牡2黒鹿55 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 斎藤 誠 米 Waymore
LLC 484± 01：55．72 10．5	

34 ペイシャリルキス 牡2鹿 55 石川裕紀人北所 直人氏 高市 圭二 様似 清水スタッド 474＋ 8 〃 クビ 21．9

57 ニシノイタダキ 牡2鹿 55 勝浦 正樹西山 茂行氏 中舘 英二 新冠 村上 欽哉 478－ 21：56．65 58．5�
45 タンクティーエー 牡2鹿 55

54 ☆木幡 巧也ケンレーシング組合 牧 光二 日高 下河辺牧場 B534－ 4 〃 クビ 70．8�
69 � コスモロビンソン 牡2鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 米 Champion

Equine, LLC 502＋ 61：57．02	 28．4
813 ドゥエルメス 牝2黒鹿54 岩田 康誠大塚 亮一氏 畠山 吉宏 新冠 アサヒ牧場 506＋ 61：57．31� 62．2�
11 ダンサーバローズ 牡2栗 55 内田 博幸猪熊 広次氏 矢作 芳人 新ひだか ウエスタンファーム 526± 01：57．93	 3．1�
610 トリヴォルテソーロ 牡2栗 55

52 ▲木幡 育也了德寺健二ホール
ディングス� 奥平 雅士 浦河 浦河土肥牧場 496＋ 61：58．0クビ 135．3�

33 ラバストーン 牡2鹿 55
52 ▲野中悠太郎田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 杵臼牧場 454± 01：58．63	 289．8�

（13頭）
712 リープリングスター 牡2鹿 55 W．ビュイック 保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 544＋ 6 （競走除外）

（英）

売 得 金
単勝： 33，829，700円 複勝： 37，967，200円 枠連： 18，020，700円
馬連： 43，316，500円 馬単： 22，384，700円 ワイド： 31，788，600円
3連複： 41，020，000円 3連単： 58，293，000円 計： 286，620，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 130円 � 980円 � 480円 枠 連（2－5） 4，730円

馬 連 �� 7，930円 馬 単 �� 11，050円

ワ イ ド �� 2，240円 �� 930円 �� 7，760円

3 連 複 ��� 30，980円 3 連 単 ��� 122，140円

票 数

単勝票数 差引計 338297（返還計 89994） 的中 � 153490（1番人気）
複勝票数 差引計 379672（返還計 80919） 的中 � 112612（1番人気）� 7190（11番人気）� 15944（7番人気）
枠連票数 差引計 180207（返還計 2588） 的中 （2－5） 2951（17番人気）
馬連票数 差引計 433165（返還計281686） 的中 �� 4231（20番人気）
馬単票数 差引計 223847（返還計146782） 的中 �� 1519（29番人気）
ワイド票数 差引計 317886（返還計181712） 的中 �� 3630（22番人気）�� 9135（9番人気）�� 1022（53番人気）
3連複票数 差引計 410200（返還計515296） 的中 ��� 993（78番人気）
3連単票数 差引計 582930（返還計730827） 的中 ��� 346（296番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．5―12．9―12．7―12．8―13．1―13．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―36．4―49．3―1：02．0―1：14．8―1：27．9―1：41．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴァイトブリック �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2018．10．14 京都1着

2016．4．3生 牡2青鹿 母 ヴァイスハイト 母母 ソ ニ ン ク 2戦2勝 賞金 14，200，000円
〔競走除外〕 リープリングスター号は，馬場入場後に暴走し，疲労が著しいため競走除外。・・・〔制裁〕 リープリングスター号の騎手W．ビュイックは，馬場入場後に右あぶみ革の尾錠が外れたことについて過怠金100，000円。

ヴァイトブリック号の騎手戸崎圭太は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14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。

3303212月8日 曇 良 （30中山5）第3日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時45分 （ダート・右）

1000万円以下；負担重量は，3歳56�4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

68 クリノライメイ 牡4青鹿57 蛯名 正義栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 508－ 21：54．4 10．4�
33 レッドアトゥ 牝4栗 55 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 松田 国英 日高 下河辺牧場 460－ 2 〃 クビ 1．9�
813 グッドラックサマー 牡4栗 57

54 ▲野中悠太郎澤田 孝之氏 尾形 和幸 新ひだか 伊藤 敏明 552± 01：54．5� 40．4�
11 マサキノテソーロ 牡4栗 57 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新冠 山岡牧場 532＋ 61：54．92� 8．1�
22 カフェアトラス 牡3鹿 56 内田 博幸西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 508＋ 61：55．0� 13．4�
44 ビービーガウディ 牡4栗 57 戸崎 圭太	坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 486＋ 4 〃 クビ 8．9

57 ス ク ラ ッ タ 牝5黒鹿55 嘉藤 貴行吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム B418－ 21：55．2� 159．7�
710 ジェイケイライアン 牡6鹿 57 田辺 裕信小谷野次郎氏 松永 康利 新ひだか 藤川フアーム B488＋ 6 〃 クビ 18．8�
812 テンノサクラコ 牝5黒鹿55 勝浦 正樹天白 泰司氏 小西 一男 新冠 佐藤牧場 494＋ 21：55．3クビ 50．5
45 フクノグリュック 牡6鹿 57 酒井 学福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社

ケイズ B512＋ 21：55．51� 163．2�
56 クールエイジア 牡6鹿 57 三浦 皇成�山王飯店 鈴木 伸尋 浦河 成隆牧場 B460± 01：55．6� 76．6�
711 イレイション 牡6栗 57 W．ビュイックゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508＋ 81：56．23� 4．8�
（英）

69 	 ウイントリニティー 牡4鹿 57 丹内 祐次�ウイン 高橋 祥泰 浦河 大北牧場 492－ 61：56．62� 332．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 40，708，700円 複勝： 61，377，200円 枠連： 16，672，700円
馬連： 73，017，500円 馬単： 36，490，400円 ワイド： 52，140，900円
3連複： 96，541，100円 3連単： 138，820，700円 計： 515，769，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 250円 � 120円 � 710円 枠 連（3－6） 740円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 3，050円

ワ イ ド �� 430円 �� 2，880円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 6，410円 3 連 単 ��� 42，190円

票 数

単勝票数 計 407087 的中 � 31198（5番人気）
複勝票数 計 613772 的中 � 51456（5番人気）� 210928（1番人気）� 14120（8番人気）
枠連票数 計 166727 的中 （3－6） 17236（3番人気）
馬連票数 計 730175 的中 �� 63363（4番人気）
馬単票数 計 364904 的中 �� 8951（10番人気）
ワイド票数 計 521409 的中 �� 33908（4番人気）�� 4355（26番人気）�� 9072（21番人気）
3連複票数 計 965411 的中 ��� 11281（16番人気）
3連単票数 計1388207 的中 ��� 2385（138番人気）

ハロンタイム 12．6―12．3―13．8―13．6―12．6―12．4―12．1―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．9―38．7―52．3―1：04．9―1：17．3―1：29．4―1：41．5

コーナー
通過順位

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

2
4

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

クリノライメイ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．10．9 京都9着

2014．3．9生 牡4青鹿 母 クリノスペシャル 母母 ペパーミントグラス 23戦4勝 賞金 52，650，000円
〔その他〕 グッドラックサマー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 グッドラックサマー号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成31年1月8日まで出走できない。
※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。



3303312月8日 曇 良 （30中山5）第3日 第9競走 ��
��2，000�

か す み が う ら

霞 ヶ 浦 特 別
発走14時15分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下；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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

68 クレッシェンドラヴ 牡4鹿 57 内田 博幸広尾レース� 林 徹 新ひだか 木村 秀則 484± 02：00．8 8．3�
55 ウインイクシード 牡4黒鹿57 三浦 皇成�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 486＋ 42：01．22� 6．8�
710 ショワドゥロワ 牡4黒鹿57 石川裕紀人村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 506＋ 2 〃 クビ 30．6�
79 フリージングレイン 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 522＋ 42：01．41	 3．2�
56 ローリングタワー 牡4黒鹿57 宮崎 北斗本間 茂氏 伊藤 伸一 浦河 大道牧場 456＋ 22：01．61 178．1	
44 ホウオウパフューム 牝4栗 55 田辺 裕信小笹 芳央氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 486＋ 2 〃 クビ 4．3

811 キューンハイト 牝4鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 430＋ 2 〃 ハナ 39．4�
67 マイネルスフェーン 牡4栗 57 柴田 大知 �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 466＋ 42：01．81	 25．8�
22 ハ ウ エ バ ー 牡4栗 57 勝浦 正樹古賀 和夫氏 和田正一郎 日高 スマイルファーム 422＋ 62：02．12 78．1
11 トータルソッカー 牡4栗 57 柴田 善臣渡邊 隆氏 伊藤 正徳 新ひだか 真歌田中牧場 508＋102：02．2� 11．1�
33 レイエスプランドル 牡3鹿 56 W．ビュイック �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 510－ 82：02．51
 4．1�

（英）

812� フィールドシャルム 牡5鹿 57 岩田 康誠岡 浩二氏 土田 稔 新冠 パカパカ
ファーム 492＋ 22：03．13� 248．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 37，649，700円 複勝： 54，784，500円 枠連： 16，701，900円
馬連： 93，154，100円 馬単： 38，381，800円 ワイド： 52，756，900円
3連複： 114，249，600円 3連単： 159，703，900円 計： 567，382，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 300円 � 240円 � 680円 枠 連（5－6） 2，110円

馬 連 �� 3，110円 馬 単 �� 6，670円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 3，000円 �� 2，460円

3 連 複 ��� 23，120円 3 連 単 ��� 103，470円

票 数

単勝票数 計 376497 的中 � 35939（5番人気）
複勝票数 計 547845 的中 � 49596（5番人気）� 66771（4番人気）� 18096（8番人気）
枠連票数 計 167019 的中 （5－6） 6106（11番人気）
馬連票数 計 931541 的中 �� 23209（13番人気）
馬単票数 計 383818 的中 �� 4311（29番人気）
ワイド票数 計 527569 的中 �� 12796（14番人気）�� 4450（30番人気）�� 5467（26番人気）
3連複票数 計1142496 的中 ��� 3705（63番人気）
3連単票数 計1597039 的中 ��� 1119（295番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―12．1―12．8―12．8―12．0―12．2―12．1―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．4―35．5―48．3―1：01．1―1：13．1―1：25．3―1：37．4―1：48．9

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

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

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 14戦4勝 賞金 49，275，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3303412月8日 晴 良 （30中山5）第3日 第10競走
ウインズ銀座開設70周年記念

��
��1，200�アクアラインステークス

発走14時50分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 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
1：08．7
1：08．7

重
重

36 クイーンズテソーロ 牝3栗 54 木幡 巧也了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 前谷 武志 462＋ 41：10．2 6．5�

59 スマートレイチェル 牝4黒鹿55 酒井 学大川 徹氏 西園 正都 浦河 桑田牧場 486± 01：10．3� 4．2�
11 ビービーサレンダー 牡5鹿 57 田辺 裕信�坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 502＋ 41：10．61� 14．1�
24 ヴ ォ ー ガ 牡4栗 57 戸崎 圭太一村 哲也氏 森 秀行 新ひだか グランド牧場 454＋ 41：10．7� 11．6�
35 ライジングリーズン 牝4青鹿55 大野 拓弥岡田 牧雄氏 奥村 武 日高 三城牧場 490＋ 21：10．9� 37．0	
12 モアニケアラ 牝6芦 55 横山 典弘名古屋友豊� 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 466－ 6 〃 クビ 23．5

510 オーヴァーライト 牡3栗 56 内田 博幸 �サンデーレーシング 手塚 貴久 新冠 須崎牧場 504＋ 41：11．0クビ 2．8�
714 サーティグランド 	6鹿 57 水口 優也山上 和良氏 田所 秀孝 新ひだか 山本 昇寿 506＋ 21：11．21
 22．7�
611 コ ン テ ナ 牡6鹿 57 柴田 善臣住谷 孝一氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 600－14 〃 アタマ 110．2
713� ラ バ ニ ー ユ 牝6芦 55 蛯名 正義前田 幸治氏 森田 直行 新ひだか 土居 忠吉 440－ 41：11．3� 248．7�
48 ワイドリーザワン 牡6黒鹿57 石川裕紀人坂本 浩一氏 奥村 武 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋ 81：11．4� 60．0�
815 メイショウツレヅレ 牝9黒鹿55 岩田 康誠松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 太陽牧場 462± 01：11．5� 18．4�
47 ローゼンタール 牝5栗 55 古川 吉洋岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 502－ 61：11．6� 311．5�
816 スリラーインマニラ 	5鹿 57 丹内 祐次古賀 慎一氏 武井 亮 浦河 惣田 英幸 448＋ 41：11．7クビ 112．4�
612 ア レ ッ ト 	7青 57 W．ビュイックゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 514－181：12．44 7．1�
（英）

23 ウエスタンラムール 牡6黒鹿57 的場 勇人西川 賢氏 的場 均 新ひだか ウエスタンファーム 472＋101：12．72 412．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 51，172，700円 複勝： 68，828，800円 枠連： 34，832，600円
馬連： 135，683，400円 馬単： 53，316，000円 ワイド： 80，220，500円
3連複： 181，439，400円 3連単： 231，190，900円 計： 836，684，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 190円 � 180円 � 340円 枠 連（3－5） 570円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 3，440円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，350円 �� 920円

3 連 複 ��� 5，850円 3 連 単 ��� 30，680円

票 数

単勝票数 計 511727 的中 � 62615（3番人気）
複勝票数 計 688288 的中 � 97729（3番人気）� 114742（2番人気）� 44176（6番人気）
枠連票数 計 348326 的中 （3－5） 46755（1番人気）
馬連票数 計1356834 的中 �� 67193（4番人気）
馬単票数 計 533160 的中 �� 11591（12番人気）
ワイド票数 計 802205 的中 �� 32745（4番人気）�� 14792（19番人気）�� 22400（10番人気）
3連複票数 計1814394 的中 ��� 23230（19番人気）
3連単票数 計2311909 的中 ��� 5462（88番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．2―11．9―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．9―45．8―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クイーンズテソーロ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Singspiel デビュー 2017．7．22 福島5着

2015．4．6生 牝3栗 母 クイーンオブハルカ 母母 クイーンオブスターズ 11戦4勝 賞金 57，206，000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 アスタースウィング号・マイネルエスパス号
※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。



3303512月8日 晴 良 （30中山5）第3日 第11競走 ��
��1，800�

し わ す

師走ステークス
発走15時25分 （ダート・右）
3歳以上，29．12．9以降30．12．2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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
1：47．8

重
重

816 テーオーエナジー 牡3栗 54 岩田 康誠小笹 公也氏 宮 徹 新冠 オリエント牧場 506＋ 81：50．9 4．1�
612 チュウワウィザード 牡3青鹿54 田辺 裕信中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：51．32� 3．9�
713 クインズサターン 牡5芦 56 戸崎 圭太亀田 和弘氏 野中 賢二 新ひだか 佐竹 学 B482＋ 8 〃 ハナ 5．5�
23 クイーンマンボ 牝4青 55 酒井 学 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 506± 01：51．4� 10．9�
12 アングライフェン 牡6鹿 55 三浦 皇成前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478＋ 41：51．71� 17．6�
48 コスモカナディアン 牡5鹿 55 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 金成 貴史 日高 アイズスタッド株式会社 496＋ 61：51．91	 23．1

510 マイネルバサラ 牡5鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 浜口牧場 490＋141：52．43 48．5�
36 トップディーヴォ 牡6鹿 56 W．ビュイック 紅露 純氏 昆 貢 新冠 細川農場 B494± 01：52．61	 63．1�

（英）

714 リーゼントロック 牡7黒鹿56 内田 博幸三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 526＋ 8 〃 アタマ 125．9
47 タガノディグオ 牡4黒鹿55 大野 拓弥八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 528＋ 21：52．81	 29．5�
24 
 シャイニービーム 牡6鹿 53 石川裕紀人小林 昌志氏 武 幸四郎 平取 雅 牧場 458＋101：52．9クビ 261．5�
815 メイショウスミトモ 牡7鹿 57 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 488＋ 81：53．11	 148．2�
59 フェニックスマーク 牡4鹿 56 横山 典弘伊東 純一氏 田島 俊明 新ひだか タツヤファーム 558＋10 〃 クビ 3．6�
11 マインシャッツ 牡5栗 54 勝浦 正樹吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム B490＋ 81：53．2クビ 149．9�
35 ノーブルサターン 牡4黒鹿54 蛯名 正義吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新冠 ハシモトフアーム 500－ 41：53．3� 154．6�
611 ツクバアズマオー 牡7鹿 56 柴田 善臣荻原 昭二氏 根本 康広 安平 ノーザンファーム 484＋ 81：56．1大差 132．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 75，352，900円 複勝： 110，399，700円 枠連： 47，999，700円
馬連： 278，880，400円 馬単： 103，201，900円 ワイド： 135，866，100円
3連複： 387，864，800円 3連単： 515，433，600円 計： 1，654，999，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 170円 � 160円 � 170円 枠 連（6－8） 1，050円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 2，040円

ワ イ ド �� 460円 �� 520円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 8，200円

票 数

単勝票数 計 753529 的中 � 144832（3番人気）
複勝票数 計1103997 的中 � 159476（4番人気）� 192767（2番人気）� 165532（3番人気）
枠連票数 計 479997 的中 （6－8） 35270（4番人気）
馬連票数 計2788804 的中 �� 200080（4番人気）
馬単票数 計1032019 的中 �� 37896（6番人気）
ワイド票数 計1358661 的中 �� 75555（5番人気）�� 66135（6番人気）�� 83393（3番人気）
3連複票数 計3878648 的中 ��� 162677（4番人気）
3連単票数 計5154336 的中 ��� 45526（16番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．6―12．7―12．3―12．0―12．1―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―37．0―49．7―1：02．0―1：14．0―1：26．1―1：38．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テーオーエナジー �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 Crafty Prospector デビュー 2017．11．11 京都1着

2015．3．11生 牡3栗 母 シルキークラフト 母母 Oceana 8戦3勝 賞金 41，250，000円
［他本会外：2戦1勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ツクバアズマオー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年1月8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。
（非抽選馬） 9頭 サクラルコール号・タイセイエクレール号・タガノエスプレッソ号・ハヤブサマカオー号・プレスティージオ号・

ベルーガ号・マイネルオフィール号・ヨシオ号・ロードアルペジオ号
※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。

3303612月8日 晴 良 （30中山5）第3日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走16時00分 （芝・右・外）
500万円以下；負担重量は，3歳56�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
1：30．7
1：30．7

良
良

816 クイーングラス 牝3鹿 54 内田 博幸遠藤 良一氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478＋ 21：34．3 2．3�

24 アンノートル 牡4鹿 57
54 ▲野中悠太郎 �ビッグレッドファーム 田中 博康 日高 山際 辰夫 510± 0 〃 アタマ 3．6�

35 シュバルツリッター 牡3青鹿56 大野 拓弥ライオンレースホース� 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 462＋ 21：34．4� 9．9�
47 ソイルトゥザソウル 牡3青鹿 56

55 ☆木幡 初也グリーンスウォード高市 圭二 新冠 村田牧場 440＋ 21：34．5	 13．9�
713 アーザムブルー 牡4黒鹿57 柴田 善臣 �シルクレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：34．81� 57．2	
23 マイネルプリンチペ 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 470＋221：34．9	 13．3

12 ダンシングチコ 牝3鹿 54 横山 典弘石瀬 浩三氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 476＋101：35．0� 8．6�
11 バーミーブリーズ 牝4鹿 55 石川裕紀人吉田 照哉氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 470＋101：35．1	 136．7�
59 サクラユニヴァース 牝3青鹿54 田辺 裕信�さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 谷岡牧場 460＋ 61：35．41� 11．1
714 マルターズルーメン 牝3栗 54 勝浦 正樹藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 420± 01：35．5� 41．2�
48 
 ロイヤルジュビリー 牝3青 54 丹内 祐次 �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 418－311：35．6	 397．4�
36 マルターズゲイル 牡5青鹿57 嶋田 純次藤田 在子氏 伊藤 伸一 日高 天羽 禮治 478－ 2 〃 クビ 374．4�
611� フローラデマリポサ 牝4鹿 55 戸崎 圭太吉田 和美氏 堀 宣行 豪 Cressfield 504＋281：35．7クビ 33．0�
612 オンファサイト 牝3青鹿 54

51 ▲木幡 育也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 高橋 祥泰 浦河 中村 雅明 410＋ 21：36．01� 302．0�

815 ロジブリランテ 牡4黒鹿57 三浦 皇成久米田正明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 552＋10 〃 ハナ 156．4�
510 ガ ジ ュ マ ル 牝4芦 55 原田 和真ニッシンレーシング 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 492＋201：36．21 221．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，325，700円 複勝： 78，122，100円 枠連： 30，733，700円
馬連： 130，706，900円 馬単： 58，242，200円 ワイド： 80，734，800円
3連複： 170，527，000円 3連単： 237，629，700円 計： 845，022，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 140円 � 170円 枠 連（2－8） 410円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 230円 �� 400円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，390円 3 連 単 ��� 4，030円

票 数

単勝票数 計 583257 的中 � 197693（1番人気）
複勝票数 計 781221 的中 � 211887（1番人気）� 139438（2番人気）� 98062（3番人気）
枠連票数 計 307337 的中 （2－8） 57056（1番人気）
馬連票数 計1307069 的中 �� 244223（1番人気）
馬単票数 計 582422 的中 �� 68796（1番人気）
ワイド票数 計 807348 的中 �� 101279（1番人気）�� 49518（2番人気）�� 33640（6番人気）
3連複票数 計1705270 的中 ��� 91883（2番人気）
3連単票数 計2376297 的中 ��� 42747（2番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．7―12．1―11．9―11．5―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―35．4―47．5―59．4―1：10．9―1：22．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クイーングラス �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．4．8 中山1着

2015．5．3生 牝3鹿 母 パイクスピーク 母母 アルヴァーダ 6戦2勝 賞金 21，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔騎手変更〕 バーミーブリーズ号の騎手菊沢一樹は，負傷のため石川裕紀人に変更。
※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 ローザフェリーチェ号



（30中山5）第3日 12月8日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 180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

217，940，000円
5，180，000円
25，560，000円
1，370，000円
24，030，000円
76，221，500円
4，680，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
486，429，700円
669，588，600円
253，444，600円
1，067，037，700円
469，663，500円
666，374，300円
1，432，169，900円
1，900，350，500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 6，945，058，800円

総入場人員 20，061名 （有料入場人員 17，606名）
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