
3309712月28日 晴 良 （30中山5）第9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

612 ナ ス ノ ダ ケ 牡2栗 55 O．マーフィー �須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 512± 01：11．6 2．6�

（英）

714 ブラックアウト 牡2黒鹿 55
54 ☆木幡 巧也瀬瀬 賢氏 岩戸 孝樹 新冠 安達 洋生 470＋ 21：12．87 5．3�

35 ベ ル ポ ー ト 牝2青鹿54 C．デムーロ 大社 聡氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 448＋ 21：13．22� 11．0�
（仏）

24 オルクリスト 牡2鹿 55 大野 拓弥�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 472＋ 41：13．41� 5．7�
48 トミケンルーア �2鹿 55 丸山 元気冨樫 賢二氏 竹内 正洋 浦河 成隆牧場 454± 01：13．5� 4．7	
23 グレートリープ 牡2黒鹿55 武士沢友治伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 534＋ 41：14．24 31．6

36 チ ャ ナ 牝2鹿 54 柴田 大知大久保和夫氏 土田 稔 日高 厚賀古川牧場 450± 01：14．3� 18．4�
59 グランエスタード 牡2鹿 55

54 ☆藤田菜七子星野 祐介氏 根本 康広 日高 前野牧場 B430＋ 41：14．51 29．6�
611 スローエクスプレス 牝2栗 54

52 △長谷部駿弥本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 メイプルファーム 452－ 21：14．71� 226．7
（兵庫）

713 ヤマタケアンジュ 牝2鹿 54
51 ▲野中悠太郎山中 佳代氏 根本 康広 浦河 高岸 順一 450＋ 4 〃 クビ 332．9�

815 ネ ペ ン テ ス 牝2鹿 54 嶋田 純次手嶋 康雄氏 尾形 和幸 様似 中脇 一幸 446＋12 〃 ハナ 446．5�
510 ラ イ ド 牝2鹿 54

52 △横山 武史 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 日高 出口牧場 432＋121：14．8� 111．7�

12 ウ ラ カ ン 牝2黒鹿54 松岡 正海�KTレーシング 田中 剛 様似 様似共栄牧場 438－ 61：14．9クビ 123．1�
47 ミスラコニック 牝2青鹿 54

51 ▲西村 淳也西本 資史氏 石毛 善彦 むかわ 宇南山牧場 380－241：15．22 378．0�
816 パ シ ュ ー ト 牝2鹿 54

52 △桜井 光輔�ターフ・スポート竹内 正洋 浦河 荻伏服部牧場 430± 01：15．94 157．3�
（川崎）

11 ヤエノアカリ 牝2黒鹿 54
53 ☆義 英真柳田 英子氏 和田 雄二 伊達 高橋農場 410－ 61：16．21� 248．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，265，600円 複勝： 50，978，000円 枠連： 12，110，600円
馬連： 64，346，400円 馬単： 30，210，100円 ワイド： 44，389，800円
3連複： 97，667，500円 3連単： 120，721，800円 計： 449，689，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 150円 � 250円 枠 連（6－7） 670円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 280円 �� 480円 �� 780円

3 連 複 ��� 2，030円 3 連 単 ��� 6，400円

票 数

単勝票数 計 292656 的中 � 90520（1番人気）
複勝票数 計 509780 的中 � 143025（1番人気）� 87938（2番人気）� 37755（5番人気）
枠連票数 計 121106 的中 （6－7） 14403（2番人気）
馬連票数 計 643464 的中 �� 75165（2番人気）
馬単票数 計 302101 的中 �� 20817（2番人気）
ワイド票数 計 443898 的中 �� 47412（1番人気）�� 23529（6番人気）�� 13686（11番人気）
3連複票数 計 976675 的中 ��� 38403（5番人気）
3連単票数 計1207218 的中 ��� 15090（11番人気）

ハロンタイム 11．8―10．9―12．0―12．3―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．7―34．7―47．0―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナ ス ノ ダ ケ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Hard Spun デビュー 2018．12．16 中山3着

2016．4．7生 牡2栗 母 フリスコベイ 母母 Frisco Belle 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤエノアカリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年1月28日まで平地競走

に出走できない。
パシュート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年2月28日まで平地競走に
出走できない。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 エムアイグランツ号・テイエムロケット号・トーセンアトランタ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

3309812月28日 晴 良 （30中山5）第9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）

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
1：52．7
1：50．9

良
不良

24 プレステッツァ 牝2鹿 54 C．デムーロ 吉田 照哉氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 480＋ 41：55．5 6．0�
（仏）

815 フラテルニテ 牝2芦 54
51 ▲吉井 章北嶋 義三氏 戸田 博文 平取 北島牧場 492－ 41：57．5大差 35．9�

（大井）

12 クィーンズウェイ 牝2栗 54 内田 博幸飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 456＋ 61：57．71� 5．7�
611 グッバイガール 牝2黒鹿54 戸崎 圭太吉田 千津氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 488＋ 41：57．8� 3．8�
713 ストラトフォード 牝2鹿 54 O．マーフィー 下河邉 博氏 竹内 正洋 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター B468± 01：58．33 3．0�
（英）

59 ペイシャラメント 牝2鹿 54 丸田 恭介北所 直人氏 蛯名 利弘 浦河 杵臼斉藤牧場 428± 0 〃 ハナ 56．2�
36 パーフェクトワン 牝2栗 54 大野 拓弥由井健太郎氏 古賀 慎明 洞�湖 レイクヴィラファーム 456＋ 21：58．62 25．2	
816 ス テ リ ー ナ 牝2黒鹿 54

53 ☆藤田菜七子 
シルクレーシング 大和田 成 安平 ノーザンファーム 446＋ 61：59．23� 26．8�
11 マイディスティニー 牝2鹿 54

53 ☆落合 玄太 �ローレルレーシング 武藤 善則 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 498＋ 61：59．3� 70．3

（北海道）

612 ラフレシアレディ 牝2鹿 54 柴山 雄一吉田 昭一氏 畠山 吉宏 浦河 モトスファーム 476＋ 22：00．04 47．0�
35 トウカイチョウサン 牝2鹿 54

52 △横山 武史�チョウサン 蛯名 利弘 日高 竹島 幸治 448＋142：01．17 247．2�
510 マンジェリーナ 牝2栗 54

53 ☆武藤 雅布武起会 水野 貴広 新冠 岩見牧場 460－ 62：01．95 114．4�
23 ディグヘヴン 牝2黒鹿54 北村 宏司天堀 忠博氏 松永 康利 新ひだか 稲葉牧場 468－ 22：02．0� 291．4�
48 ビービーステルス 牝2黒鹿 54

53 ☆山本咲希到
坂東牧場 小笠 倫弘 新ひだか 山際 智 450－ 42：02．31� 181．0�
（北海道）

714 ハーンハリーリ 牝2黒鹿54 杉原 誠人
ミルファーム 中川 公成 浦河 斉藤英牧場 440＋102：03．78 114．3�
47 セイカハルカゼ 牝2鹿 54 田中 勝春久米 大氏 小野 次郎 日高 千葉飯田牧場 436－ 4 （競走中止） 12．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，444，700円 複勝： 35，129，800円 枠連： 11，173，700円
馬連： 52，052，900円 馬単： 24，421，900円 ワイド： 35，639，800円
3連複： 70，764，900円 3連単： 84，882，100円 計： 340，509，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 210円 � 600円 � 200円 枠 連（2－8） 3，690円

馬 連 �� 10，490円 馬 単 �� 16，370円

ワ イ ド �� 2，870円 �� 630円 �� 2，630円

3 連 複 ��� 16，160円 3 連 単 ��� 125，980円

票 数

単勝票数 計 264447 的中 � 36883（4番人気）
複勝票数 計 351298 的中 � 47834（4番人気）� 12269（8番人気）� 51680（3番人気）
枠連票数 計 111737 的中 （2－8） 2421（15番人気）
馬連票数 計 520529 的中 �� 3967（28番人気）
馬単票数 計 244219 的中 �� 1193（43番人気）
ワイド票数 計 356398 的中 �� 3182（28番人気）�� 15983（7番人気）�� 3489（27番人気）
3連複票数 計 707649 的中 ��� 3503（44番人気）
3連単票数 計 848821 的中 ��� 539（298番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―13．2―13．6―12．9―12．5―13．1―12．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―37．6―51．2―1：04．1―1：16．6―1：29．7―1：42．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プレステッツァ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2018．10．14 東京9着

2016．4．27生 牝2鹿 母 アスタラビクトリア 母母 ホワイトウォーターアフェア 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走中止〕 セイカハルカゼ号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため3コーナーで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トウカイチョウサン号・マンジェリーナ号・ディグヘヴン号・ビービーステルス号・ハーンハリーリ号

は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年1月28日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 グラスプレシャス号・サバイバルトリック号・ニシノアメイズ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第５回 中山競馬 第９日



3309912月28日 晴 良 （30中山5）第9日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時50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
1：46．4
1：45．6

良
良

35 ハーメティキスト 牡2鹿 55 O．マーフィー �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 446－ 61：49．2 4．0�
（英）

23 フィリアーノ 牡2芦 55 C．ルメール 吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 454＋101：49．62� 3．4�
59 ホウオウビクトリー 牡2鹿 55 C．デムーロ 小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 464－ 21：49．7� 5．5�

（仏）

611 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± 01：49．91	 4．8�

24 エヌワイパフューム 牝2鹿 54 津村 明秀サンアンドコム 武井 亮 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 508± 01：50．0クビ 13．7�

816 タマノジュメイラ 牝2鹿 54 戸崎 圭太玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 464＋ 8 〃 クビ 44．3	
510 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 424－ 21：50．21 22．3

714 フィデリオグリーン 牡2鹿 55

52 ▲野中悠太郎斎藤 光政氏 根本 康広 浦河 向別牧場 500＋241：50．52 48．3�
713 ミラキュラスパワー 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 佐竹 学 436＋ 21：50．71	 94．8
36 マイネルゾンターク 牡2栃栗55 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 勢司 和浩 新冠 村上 進治 462－ 81：50．91 527．2�
48 トーセンワンピース 牝2鹿 54 勝浦 正樹島川 �哉氏 柴田 政人 日高 有限会社 エ

スティファーム 452－ 21：51．0� 83．4�
612 マックスアドバンス 牡2青鹿55 内田 博幸柳内 正基氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 500－ 2 〃 クビ 219．0�
12 スリーヴリーグ 牡2栗 55

54 ☆武藤 雅�G1レーシング 武藤 善則 安平 追分ファーム 526＋ 4 〃 アタマ 149．0�
11 
 ゼ ル タ ー 牡2栗 55 福永 祐一ゴドルフィン 加藤 征弘 独 Graf u. Grafin

v. Stauffenberg 500＋ 21：51．74 15．8�
815 プリマコロン 牝2栗 54 田中 勝春臼井義太郎氏 天間 昭一 新冠 細川農場 482＋141：51．8� 461．2�
47 マイネルオニキス 牡2黒鹿55 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新ひだか 本桐牧場 466＋141：54．8大差 469．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，094，700円 複勝： 60，462，200円 枠連： 17，104，500円
馬連： 77，746，600円 馬単： 34，484，700円 ワイド： 55，673，400円
3連複： 111，004，000円 3連単： 127，570，100円 計： 529，140，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 140円 � 160円 � 150円 枠 連（2－3） 690円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 450円 �� 380円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 6，170円

票 数

単勝票数 計 450947 的中 � 94378（2番人気）
複勝票数 計 604622 的中 � 112085（2番人気）� 92352（4番人気）� 106700（3番人気）
枠連票数 計 171045 的中 （2－3） 19777（2番人気）
馬連票数 計 777466 的中 �� 64533（4番人気）
馬単票数 計 344847 的中 �� 16085（3番人気）
ワイド票数 計 556734 的中 �� 32472（5番人気）�� 39710（3番人気）�� 32592（4番人気）
3連複票数 計1110040 的中 ��� 67178（2番人気）
3連単票数 計1275701 的中 ��� 16515（4番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―12．0―12．4―12．4―11．9―12．0―11．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―36．7―49．1―1：01．5―1：13．4―1：25．4―1：37．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハーメティキスト �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Generous デビュー 2018．10．20 東京4着

2016．3．5生 牡2鹿 母 ミスティックリップス 母母 Majorata 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネルオニキス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年1月28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。
（非抽選馬） 4頭 キタノインパクト号・サクララージャン号・ナムラブル号・ミサトテスコ号
※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。

3310012月28日 晴 良 （30中山5）第9日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走11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

35 シュバルツバルト 牡2青鹿55 C．ルメール 村野 康司氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 500＋121：55．9 4．2�
59 ウイニングメイビー 牡2黒鹿55 三浦 皇成井上 久光氏 柴田 政人 日高 サンバマウン

テンファーム B464＋ 21：56．11� 12．2�
47 ショウナンタイヨウ 牡2青鹿55 O．マーフィー 国本 哲秀氏 矢野 英一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B508＋201：56．41� 5．9�
（英）

12 エレガントエルフ 牡2鹿 55 北村 宏司早川 経一氏 高柳 瑞樹 新ひだか 岡田スタツド B470－ 6 〃 クビ 23．3�
714 ヤップヤップヤップ 牡2栗 55 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 洞	湖 レイクヴィラファーム 442＋ 61：57．03� 5．2�
23 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 B480＋ 21：57．1� 49．5�
713 サクラザチェンジ 牡2栗 55 柴田 大知岡田 繁幸氏 武藤 善則 新ひだか 増本牧場 B470± 01：57．2� 6．0	
11 スリーコーズライン 牡2鹿 55 内田 博幸永井商事
 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 470± 01：58．05 26．1�
24 イデアノオモイ 牝2鹿 54 黛 弘人益田 修一氏 柄崎 孝 新ひだか 西川富岡牧場 432＋ 61：59．27 131．5�
612 サプライズレター 牝2黒鹿54 嶋田 純次熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 408± 01：59．3� 143．9
815 ゴールドベイン 牡2鹿 55

52 ▲服部 寿希髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 406± 01：59．72� 399．1�
36 フラッフィーベア 牝2鹿 54

53 ☆荻野 極 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 440－ 21：59．8� 218．1�
816 ト ゥ ル ボ ー 牡2栗 55

54 ☆山本咲希到
ノースヒルズ 小笠 倫弘 新冠 株式会社
ノースヒルズ 488＋ 22：00．22� 7．1�

（北海道）

510 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 462－ 82：00．3クビ 379．1�
611 シンボリジョーク 牡2栗 55

54 ☆木幡 巧也シンボリ牧場 菊川 正達 新ひだか 三石川上牧場 480－ 22：01．47 294．2�
48 シンボリノワール 牝2青鹿 54

52 △横山 武史シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 B454－102：02．25 12．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 41，613，900円 複勝： 53，236，600円 枠連： 21，728，800円
馬連： 76，095，600円 馬単： 33，803，000円 ワイド： 53，125，700円
3連複： 100，226，800円 3連単： 117，911，400円 計： 497，741，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 180円 � 280円 � 220円 枠 連（3－5） 2，980円

馬 連 �� 2，400円 馬 単 �� 4，060円

ワ イ ド �� 890円 �� 510円 �� 980円

3 連 複 ��� 4，730円 3 連 単 ��� 27，400円

票 数

単勝票数 計 416139 的中 � 81436（1番人気）
複勝票数 計 532366 的中 � 83921（1番人気）� 45104（6番人気）� 63412（5番人気）
枠連票数 計 217288 的中 （3－5） 5828（13番人気）
馬連票数 計 760956 的中 �� 25275（10番人気）
馬単票数 計 338030 的中 �� 6645（16番人気）
ワイド票数 計 531257 的中 �� 15445（11番人気）�� 28780（1番人気）�� 13933（14番人気）
3連複票数 計1002268 的中 ��� 16943（11番人気）
3連単票数 計1179114 的中 ��� 3442（73番人気）

ハロンタイム 12．6―12．0―12．7―12．7―12．6―12．3―13．0―13．9―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．6―37．3―50．0―1：02．6―1：14．9―1：27．9―1：41．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．3―3F41．0
1
3
7（9，13）（3，8，11，16）（1，5）4（2，12）－6，10，14－15・（7，9）13－3－（1，8，5，16）2－14，12－10（6，11，4）－15

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シュバルツバルト �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2018．9．30 中山9着

2016．2．26生 牡2青鹿 母 ドライアッド 母母 オークツリー 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シンボリジョーク号・シンボリノワール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年

1月28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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アストロゲート号・ジェイケイブラック号・ブラックアルテミス号・ブルーコーナー号・ペイシャドリーム号
（非抽選馬） 2頭 エコロシンフォニー号・ショウナンサジン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



3310112月28日 晴 良 （30中山5）第9日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走12時10分 （芝・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
1：59．6
1：59．6

良
良

12 ジュピターズライト 牡2鹿 55 丸山 元気 �シルクレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 454 ―2：05．0 31．9�
23 � エンシュラウド 牡2芦 55 C．ルメールゴドルフィン 藤沢 和雄 英 Mark Johnston

Racing Ltd 486 ― 〃 クビ 3．6�
48 ラ イ ル 牡2鹿 55 O．マーフィー �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 498 ―2：05．31� 2．2�

（英）

817 グランヴィスタ 牡2栗 55 大野 拓弥 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 510 ―2：05．4	 27．5�
612 エクスプローシブ 牡2栗 55 C．デムーロ �社台レースホース尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456 ―2：05．5� 13．3�
（仏）

611 ラヴィンジャー 牝2黒鹿 54
51 ▲野中悠太郎丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 442 ―2：05．71
 113．9	

11 エレガントクラウン 牝2鹿 54 池添 謙一杉山 忠国氏 大竹 正博 新ひだか 明治牧場 458 ― 〃 アタマ 58．9

510 トーセンアメジスト 牝2青 54

53 ☆山本咲希到島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 492 ―2：05．8クビ 222．7�

（北海道）

35 シュテルンシチー 牡2栗 55 松岡 正海 友駿ホースクラブ 池上 昌和 新ひだか 幌村牧場 454 ―2：05．9� 85．0�
713 ジョイクローネ 牡2鹿 55 黛 弘人西村 亮二氏 武井 亮 日高 いとう牧場 520 ― 〃 ハナ 218．1�
24 ベルロスセレソス 牝2鹿 54 戸崎 圭太吉田 晴哉氏 国枝 栄 安平 追分ファーム 458 ―2：06．22 37．1�
715 オリバーヴォーグ 牡2青鹿55 田辺 裕信志村 幸彦氏 尾形 和幸 日高 千葉飯田牧場 498 ―2：06．51� 65．7�
47 タケショウダイヤ 牝2黒鹿54 津村 明秀�ナイト商事 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 472 ―2：06．71
 154．8�
36 ヤマニンラファーガ 牡2黒鹿55 田中 勝春土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 490 ―2：06．8	 125．5�
59 シッパイシナイノデ 牝2鹿 54 宮崎 北斗小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 454 ― 〃 クビ 270．6�
714 エールディヴァン 牡2鹿 55 M．デムーロG1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 508 ―2：06．9クビ 4．5�
816 ミエノオルフェ 牝2鹿 54 柴田 善臣里見美惠子氏 宗像 義忠 日高 田端牧場 424 ―2：07．43 189．8�
818 キョウエイサムソン 牡2鹿 55 岩部 純二田中 晴夫氏 伊藤 大士 安平 �橋本牧場 522 ―2：10．4大差 389．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 52，863，200円 複勝： 49，248，400円 枠連： 19，281，700円
馬連： 70，421，600円 馬単： 39，872，500円 ワイド： 50，683，100円
3連複： 99，986，300円 3連単： 139，136，300円 計： 521，493，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，190円 複 勝 � 440円 � 140円 � 120円 枠 連（1－2） 1，660円

馬 連 �� 4，890円 馬 単 �� 14，850円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 960円 �� 230円

3 連 複 ��� 3，290円 3 連 単 ��� 57，370円

票 数

単勝票数 計 528632 的中 � 14045（6番人気）
複勝票数 計 492484 的中 � 17278（7番人気）� 95949（2番人気）� 139617（1番人気）
枠連票数 計 192817 的中 （1－2） 9251（5番人気）
馬連票数 計 704216 的中 �� 11520（14番人気）
馬単票数 計 398725 的中 �� 2147（32番人気）
ワイド票数 計 506831 的中 �� 9087（13番人気）�� 12444（7番人気）�� 72871（1番人気）
3連複票数 計 999863 的中 ��� 24308（5番人気）
3連単票数 計1391363 的中 ��� 1940（121番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―13．2―13．3―13．2―12．5―12．4―12．1―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．4―37．6―50．9―1：04．1―1：16．6―1：29．0―1：41．1―1：53．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F36．0
1
3

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

2
4

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

ジュピターズライト �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2016．3．11生 牡2鹿 母 サトノジュピター 母母 アドマイヤテレサ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 アンダープロミス号・ゴールデンサイクル号・スタープレゼンス号・タイキウォレス号・トーセントルマリン号・

フジマサディープ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

3310212月28日 晴 良 （30中山5）第9日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時40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

59 マイヨブラン 牡2白 55 C．ルメール �シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 558 ―1：13．4 3．1�
11 サンマルベスト 牡2栗 55 畑端 省吾相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 484 ―1：13．71� 152．4�
713 ローマノキュウジツ 牝2鹿 54 北村 宏司鳳サラブレッドレーシ

ングチーム 牧浦 充徳 新ひだか 幌村牧場 482 ―1：13．8� 7．3�
612 ベアクアウフ 牡2鹿 55 三浦 皇成ディアレストクラブ� 清水 英克 むかわ 東振牧場 484 ―1：14．11� 5．8�
714 シゲルアパライト 牡2鹿 55 丸田 恭介森中 蕃氏 石毛 善彦 新冠 大林ファーム 472 ―1：14．2� 9．8	
816 ア マ ゾ ニ カ 牝2栗 54 戸崎 圭太ディアレストクラブ� 矢野 英一 新ひだか 山野牧場 440 ―1：14．62� 21．8

23 デルママドレーヌ 牝2鹿 54 黛 弘人浅沼 廣幸氏 武井 亮 日高 ファニーヒルファーム 452 ―1：15．02� 35．9�
35 ホワイトハッカー 牝2芦 54 菅原 隆一田頭 勇貴氏 南田美知雄 新冠 守矢牧場 430 ―1：15．21� 344．5�
47 ラストミステリー 牝2鹿 54 柴山 雄一 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 452 ―1：15．41� 226．1
611 ソルヴィクトリア 牝2黒鹿54 丸山 元気天野 克彦氏 小西 一男 浦河 丸幸小林牧場 404 ―1：15．5クビ 116．2�
48 アイルハヴウインズ 牝2鹿 54 蛯名 正義鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 496 ―1：15．71� 60．4�
815 トランスアクスル 牡2鹿 55 O．マーフィー �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 488 ―1：16．12� 4．2�

（英）

24 テンフライト 牝2鹿 54 田辺 裕信天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 406 ―1：16．84 32．7�
36 サーチライト 牝2青鹿 54

53 ☆山本咲希到三岡 陽氏 小桧山 悟 新冠 佐藤牧場 436 ―1：17．33 295．3�
（北海道）

510 ビビッドオスカー 牝2栗 54
52 △横山 武史程田 真司氏 竹内 正洋 浦河 小倉牧場 482 ―1：18．36 30．0�

12 アンビシャススター 牡2鹿 55 内田 博幸星野 �男氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 460 ― 〃 クビ 18．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，607，400円 複勝： 51，889，800円 枠連： 20，414，800円
馬連： 70，453，200円 馬単： 33，670，600円 ワイド： 50，696，400円
3連複： 91，929，600円 3連単： 112，391，200円 計： 477，053，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 2，700円 � 230円 枠 連（1－5） 2，380円

馬 連 �� 23，540円 馬 単 �� 25，080円

ワ イ ド �� 7，300円 �� 620円 �� 9，000円

3 連 複 ��� 47，910円 3 連 単 ��� 277，500円

票 数

単勝票数 計 456074 的中 � 117892（1番人気）
複勝票数 計 518898 的中 � 112571（1番人気）� 3475（12番人気）� 60525（4番人気）
枠連票数 計 204148 的中 （1－5） 6851（9番人気）
馬連票数 計 704532 的中 �� 2394（48番人気）
馬単票数 計 336706 的中 �� 1074（69番人気）
ワイド票数 計 506964 的中 �� 1772（53番人気）�� 23698（6番人気）�� 1434（57番人気）
3連複票数 計 919296 的中 ��� 1535（118番人気）
3連単票数 計1123912 的中 ��� 324（648番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．8―12．6―12．7―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．6―47．2―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイヨブラン �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2016．3．1生 牡2白 母 ユ キ チ ャ ン 母母 シラユキヒメ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の24頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）24頭 アイルチャーム号・アリコルージュ号・ウインライジン号・ウシェーランケー号・キモンカラー号・

キングキャラット号・クリアセーリング号・ゲンパチカナ号・コウユークロガヨカ号・ゴールドヒューズ号・
ザセイシュンズモウ号・サトノギャロス号・ジャストインタイム号・ダイヤモンドヒル号・ダンカーコ号・
ニシノヴォーカル号・ノボガンコ号・パドゥバスク号・ハナダマ号・フォワードプッシュ号・ペイシャエスティマ号・
ライフアンドソウル号・ルナーレス号・レイナアブソルータ号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



3310312月28日 晴 良 （30中山5）第9日 第7競走 ��
��2，000�2018ヤングジョッキーズシリーズファイナルラウンド中山第1戦

発走13時10分 （地方騎手招待） （芝・右）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000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
1：57．8
1：56．1

良
良

57 プレシャスブルー 牡4鹿 57 服部 寿希石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 438＋102：02．0 2．5�
33 ルックスマート 牡3鹿 56 渡辺 竜也平田 修氏 小島 茂之 日高 ヤナガワ牧場 478＋ 82：02．21� 13．8�

（笠松）

22 	 ハ ナ ザ カ リ 牝3黒鹿54 西村 淳也岡田 壮史氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田牧場 486＋ 62：02．3
 46．7�
69 コスモレリア 牡3栗 56 義 英真 �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 470－ 4 〃 クビ 4．9�
813 ジョブックコメン 牝3黒鹿54 長谷部駿弥�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 424＋ 22：02．72
 4．6	

（兵庫）

58 イ ル ル ー メ 牡3黒鹿56 横山 武史西森 鶴氏 高市 圭二 浦河 田中スタッド 492＋ 42：02．8
 9．3

711 ジーナスイート 牝3芦 54 松木 大地 �シルクレーシング 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 424＋ 62：02．9
 50．3�

（高知）

712 カ レ ン 牝4栗 55 桜井 光輔�ミルファーム 伊藤 正徳 新ひだか 藤沢牧場 486＋ 42：03．11
 52．9�
（川崎）

11 インザサイレンス 牡5芦 57 木幡 巧也岡田 隆寛氏 石栗 龍彦 新ひだか 岡田 猛 484＋ 42：03．52
 35．0
45 ナスノカツラ 牝3黒鹿54 荻野 極�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 470＋ 2 〃 ハナ 7．2�
34 クラウンマグマ �5黒鹿57 山本咲希到矢野 恭裕氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 456＋102：03．82 130．5�

（北海道）

814 トウショウビクター 牡5黒鹿57 吉井 章藤田 衛成氏 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 472＋ 62：03．9クビ 54．9�
（大井）

46 エスカラード 牡5鹿 57 井上 敏樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 482＋122：05．510 103．0�

610	 ヴァントネール 牝4栗 55 落合 玄太田頭 勇貴氏 石毛 善彦 浦河トラストスリーファーム 438－292：05．71
 251．8�
（北海道）

（14頭）

売 得 金
単勝： 41，642，700円 複勝： 46，854，700円 枠連： 20，184，300円
馬連： 87，961，800円 馬単： 42，850，300円 ワイド： 51，699，700円
3連複： 118，413，200円 3連単： 161，113，900円 計： 570，720，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 340円 � 870円 枠 連（3－5） 990円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 2，650円

ワ イ ド �� 850円 �� 1，640円 �� 5，260円

3 連 複 ��� 15，580円 3 連 単 ��� 50，380円

票 数

単勝票数 計 416427 的中 � 128932（1番人気）
複勝票数 計 468547 的中 � 115466（1番人気）� 30829（6番人気）� 10461（9番人気）
枠連票数 計 201843 的中 （3－5） 16243（4番人気）
馬連票数 計 879618 的中 �� 44655（6番人気）
馬単票数 計 428503 的中 �� 12935（9番人気）
ワイド票数 計 516997 的中 �� 16871（9番人気）�� 8322（17番人気）�� 2518（39番人気）
3連複票数 計1184132 的中 ��� 6080（40番人気）
3連単票数 計1611139 的中 ��� 2558（144番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．5―12．1―12．1―11．8―12．1―12．5―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．8―36．3―48．4―1：00．5―1：12．3―1：24．4―1：36．9―1：49．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プレシャスブルー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー 2016．10．29 東京3着

2014．2．24生 牡4鹿 母 オンワードミシェル 母母 オンワードウッド 19戦3勝 賞金 39，804，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3310412月28日 晴 良 （30中山5）第9日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時45分 （ダート・右）

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
1：08．7
1：08．7

重
重

11 レッドアネラ 牝3鹿 54 C．ルメール �東京ホースレーシング 加藤 征弘 平取 坂東牧場 496＋101：11．3 2．0�
816 ラ ン パ ク 牡3芦 56 三浦 皇成一村 哲也氏 高木 登 新冠 ハクツ牧場 498＋ 81：11．72� 4．2�
612� ウエスタンボルト �5鹿 57 田中 勝春西川 賢氏 小野 次郎 新ひだか ウエスタンファーム 480＋101：12．12� 28．0�
47 コスモビスティー 牡3鹿 56 黛 弘人岡田 繁幸氏 松山 将樹 浦河 伏木田牧場 484＋ 41：12．2クビ 8．1�
714 ノボベイビー 牡3栗 56 内田 博幸�LS.M 天間 昭一 清水 小野瀬 竜馬 478－ 41：12．3	 12．1�
510 ホーカスポーカス 牡3鹿 56 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 432＋ 61：12．4� 9．3	
12 ファインダッシュ 牡6黒鹿57 大野 拓弥井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 B512－10 〃 ハナ 46．2

35 ブランオラージュ 牡4芦 57 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 田村 康仁 新ひだか 増本牧場 458＋22 〃 アタマ 20．0�
611 トウショウスレッジ 牡5栗 57

55 △横山 武史藤田 衛成氏 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 494＋121：12．5	 276．3�
815 サトノユニゾン �3鹿 56 北村 宏司 �サトミホースカンパニー 古賀 慎明 新ひだか グランド牧場 494＋ 81：12．6� 44．7
24 ペイシャディア 牝3黒鹿 54

53 ☆荻野 極北所 直人氏 土田 稔 新冠 カミイスタット 426＋ 21：13．02� 74．6�
59 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 466－ 21：13．21 205．6�
36 カシノクオーレ 牝3鹿 54 西田雄一郎柏木 務氏 天間 昭一 青森 野々宮牧場 474＋101：13．3	 295．1�
23 ディアバビアナ 牝3栗 54 戸崎 圭太ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 松栄牧場 478＋101：14．04 45．4�
713 セグレートシチー 牡3栗 56 C．デムーロ �友駿ホースクラブ 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B510± 01：14．1� 31．0�

（仏）

48 � ライクアスター 牝3栗 54
51 ▲野中悠太郎坂田 行夫氏 伊藤 正徳 新冠 武田 寛治 450－ 91：14．95 242．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，302，000円 複勝： 68，636，900円 枠連： 26，151，200円
馬連： 110，213，700円 馬単： 62，129，200円 ワイド： 82，023，600円
3連複： 154，215，400円 3連単： 228，977，100円 計： 788，649，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 150円 � 400円 枠 連（1－8） 460円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 260円 �� 970円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 2，910円 3 連 単 ��� 8，590円

票 数

単勝票数 計 563020 的中 � 219280（1番人気）
複勝票数 計 686369 的中 � 190337（1番人気）� 129003（2番人気）� 27952（7番人気）
枠連票数 計 261512 的中 （1－8） 45194（1番人気）
馬連票数 計1102137 的中 �� 174923（1番人気）
馬単票数 計 621292 的中 �� 66219（1番人気）
ワイド票数 計 820236 的中 �� 98092（1番人気）�� 20454（9番人気）�� 17611（13番人気）
3連複票数 計1542154 的中 ��� 42385（6番人気）
3連単票数 計2289771 的中 ��� 21321（10番人気）

ハロンタイム 11．7―10．2―11．0―12．1―12．5―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―21．9―32．9―45．0―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドアネラ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 ストラヴィンスキー デビュー 2018．4．29 東京2着

2015．3．3生 牝3鹿 母 ウォンビーロング 母母 タイフウジョオー 7戦2勝 賞金 19，900，000円
〔制裁〕 ホーカスポーカス号の騎手丸山元気は，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：13番）
〔その他〕 トウショウスレッジ号は，競走中に疾病〔鼻出血（3回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 トウショウスレッジ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成31年3月28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。
（非抽選馬） 5頭 アースヴィグラス号・シャイニングボルト号・ドゥモワゼル号・ポップシンガー号・レンベルガー号
※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。



3310512月28日 晴 良 （30中山5）第9日 第9競走 ��
��1，800�2018ヤングジョッキーズシリーズファイナルラウンド中山第2戦

発走14時15分 （地方騎手招待） （ダート・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 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

712 ロードゴラッソ 牡3青 56 松木 大地 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 468＋ 41：53．4 8．3�
（高知）

711 パレスハングリー 牝4黒鹿55 木幡 巧也西村 豊氏 大江原 哲 新ひだか カタオカフアーム 482＋ 21：53．61� 13．2�
57 マルヨシャバーリー 牡4栗 57 落合 玄太野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 B484－ 2 〃 クビ 10．1�

（北海道）

34 ダイワインパルス 牡6鹿 57 横山 武史大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 494＋ 81：54．23	 5．6�
46 シゲルコング 牡4鹿 57 荻野 極森中 蕃氏 大橋 勇樹 新ひだか 増本 良孝 504－ 61：54．3	 38．6�
11 マイウェイアムール 牝3青鹿54 山本咲希到田畑 利彦氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 482＋ 4 〃 アタマ 21．9	

（北海道）

22 インザバブル 牡5鹿 57 服部 寿希�G1レーシング 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 494＋ 4 〃 アタマ 13．7


69 ダノンフォワード 牡3栗 56 義 英真�ダノックス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム B460＋ 41：54．4クビ 2．3�
814 プッシュアゲン 牡5栗 57 桜井 光輔浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 笠松牧場 514＋ 81：54．61� 100．1�

（川崎）

58 アンプラグド 
7芦 57 井上 敏樹諸江 幸祐氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 508＋ 4 〃 ハナ 27．3
33 � ウイントリニティー 牡4鹿 57 長谷部駿弥�ウイン 高橋 祥泰 浦河 大北牧場 494＋ 21：55．34 200．0�

（兵庫）

610 ダークネブラス 牡6青鹿57 渡辺 竜也 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484＋ 81：55．4	 48．4�

（笠松）

45 ボーントゥレイン 牡5鹿 57 吉井 章窪田 康志氏 中舘 英二 浦河 谷川牧場 516－ 21：55．61� 114．0�
（大井）

813 ビ ッ ザ ー ロ 牝4鹿 55 西村 淳也�ラ・メール 奥村 武 浦河 大島牧場 548－ 41：56．45 8．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 46，500，500円 複勝： 62，894，100円 枠連： 25，993，300円
馬連： 120，008，800円 馬単： 53，508，700円 ワイド： 71，718，400円
3連複： 161，746，200円 3連単： 220，057，000円 計： 762，427，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 280円 � 340円 � 290円 枠 連（7－7） 6，650円

馬 連 �� 6，500円 馬 単 �� 12，840円

ワ イ ド �� 2，200円 �� 1，780円 �� 1，760円

3 連 複 ��� 22，750円 3 連 単 ��� 130，590円

票 数

単勝票数 計 465005 的中 � 44686（4番人気）
複勝票数 計 628941 的中 � 59615（4番人気）� 46445（7番人気）� 58037（5番人気）
枠連票数 計 259933 的中 （7－7） 3126（22番人気）
馬連票数 計1200088 的中 �� 14757（25番人気）
馬単票数 計 535087 的中 �� 3332（42番人気）
ワイド票数 計 717184 的中 �� 8614（27番人気）�� 10754（23番人気）�� 10869（22番人気）
3連複票数 計1617462 的中 ��� 5687（68番人気）
3連単票数 計2200570 的中 ��� 1348（369番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．3―12．3―12．0―12．3―13．1―13．5―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―36．3―48．6―1：00．6―1：12．9―1：26．0―1：39．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロードゴラッソ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2018．1．21 京都5着

2015．5．16生 牡3青 母 サッカーマム 母母 Traverse City 9戦3勝 賞金 33，606，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3310612月28日 晴 良 （30中山5）第9日 第10競走 ��
��1，800�立志ステークス

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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

24 アンデスクイーン 牝4栗 55 C．ルメール �グリーンファーム西園 正都 安平 ノーザンファーム 494－ 61：53．2 7．4�
11 エ オ リ ア 牝4鹿 55 津村 明秀ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480－ 41：53．41� 23．0�
35 デザートスネーク 	4鹿 57 黛 弘人石瀬 浩三氏 武井 亮 日高 出口牧場 490＋101：53．5
 7．2�
48 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 500＋ 61：53．6クビ 153．3�
510 タイキフェルヴール 牡3栗 56 池添 謙一�大樹ファーム 牧浦 充徳 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 516＋20 〃 クビ 2．9	
12 クリノライメイ 牡4青鹿57 柴田 善臣栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 504－ 41：53．91� 72．5

47 ローレルリーベ 牡4栗 57 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 506－ 2 〃 ハナ 44．9�
59 ビ ス カ リ ア 牝6鹿 55 M．デムーロ �ノルマンディーサラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 466－ 8 〃 クビ 12．5�
23 エジステンツァ 牡4鹿 57 O．マーフィー �社台レースホース田中 博康 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B490＋101：54．11� 11．9
（英）

713 シ ロ ニ イ 牡4白 57 内田 博幸金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 508－ 41：54．2クビ 25．4�

611 バイタルフォース 	6鹿 57 山本咲希到前田 幸治氏 萩原 清 新冠 株式会社
ノースヒルズ 506± 0 〃 クビ 68．9�

（北海道）

816 ツクバクロオー 牡3青鹿56 丸山 元気荻原 昭二氏 根本 康広 新ひだか 田上 徹 462± 01：54．62� 90．9�
36 ジュンスパーヒカル 	6鹿 57 三浦 皇成河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 458－121：54．7クビ 150．0�
612 マイネルトゥラン 牡5黒鹿57 木幡 巧也 �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 B506－ 61：55．23 306．9�
815 フ ァ ド ー グ 	7黒鹿57 蛯名 正義 �キャロットファーム 奥平 雅士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 21：55．3� 43．8�
714 ワイルドカード 牡4鹿 57 北村 宏司ゴドルフィン 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 552＋ 21：56．47 3．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 82，532，500円 複勝： 114，042，800円 枠連： 50，159，900円
馬連： 220，231，000円 馬単： 85，642，300円 ワイド： 126，528，300円
3連複： 290，193，300円 3連単： 381，260，900円 計： 1，350，591，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 280円 � 670円 � 230円 枠 連（1－2） 3，060円

馬 連 �� 9，070円 馬 単 �� 15，940円

ワ イ ド �� 2，550円 �� 950円 �� 2，020円

3 連 複 ��� 17，130円 3 連 単 ��� 105，280円

票 数

単勝票数 計 825325 的中 � 88219（4番人気）
複勝票数 計1140428 的中 � 109361（4番人気）� 37673（8番人気）� 147477（3番人気）
枠連票数 計 501599 的中 （1－2） 13084（10番人気）
馬連票数 計2202310 的中 �� 19414（26番人気）
馬単票数 計 856423 的中 �� 4298（47番人気）
ワイド票数 計1265283 的中 �� 12908（28番人気）�� 36516（8番人気）�� 16477（21番人気）
3連複票数 計2901933 的中 ��� 13546（50番人気）
3連単票数 計3812609 的中 ��� 2897（283番人気）

ハロンタイム 12．7―12．0―12．7―12．5―11．8―11．9―12．9―13．1―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．7―37．4―49．9―1：01．7―1：13．6―1：26．5―1：39．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F39．6
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

アンデスクイーン �
�
父 タートルボウル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．10．23 京都16着

2014．5．3生 牝4栗 母 レイナカスターニャ 母母 ナ ス カ 20戦5勝 賞金 83，378，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 デザートスネーク号の騎手黛弘人は，3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：6番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 アナザートゥルース号・サクラエンパイア号・ディキディキ号・ディープオーパス号・ネイビーブルー号・

ブライトンロック号・マルカウォーレン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



3310712月28日 晴 良 （30中山5）第9日 第11競走 ��
��2，000�第35回ホープフルステークス（ＧⅠ）

発走15時30分 （芝・右）
牡・牝，2歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 70，000，000円 28，000，000円 18，000，000円 11，000，000円 7，000，000円
付 加 賞 966，000円 276，000円 138，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：59．6
1：59．6
2：01．4

良
良
良

45 サートゥルナーリア 牡2黒鹿55 M．デムーロ �キャロットファーム 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 500＋122：01．6 1．8�
68 アドマイヤジャスタ 牡2鹿 55 C．ルメール 近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 504＋ 42：01．81� 6．2�
11 ニシノデイジー 牡2鹿 55 勝浦 正樹西山 茂行氏 高木 登 浦河 谷川牧場 490＋ 42：01．9� 6．6�
813 コスモカレンドゥラ 牡2栗 55 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 田中 博康 新冠 ビッグレッドファーム 444＋ 22：02．21� 41．6�
22 ブレイキングドーン 牡2黒鹿55 福永 祐一前田 幸貴氏 中竹 和也 浦河 高昭牧場 494＋ 6 〃 ハナ 9．9�
711 ヴァンドギャルド 牡2鹿 55 C．デムーロ �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 466＋ 6 〃 アタマ 10．4	

（仏）

44 ヒルノダカール 牡2青鹿55 松田 大作
ヒルノ 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 520＋ 82：02．3� 68．7�
33 キングリスティア 牡2青 55 内田 博幸廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 506＋ 4 〃 ハナ 24．4�
57 ミッキーブラック 牡2鹿 55 O．マーフィー 野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 476＋ 42：02．72� 35．8

（英）

710 マードレヴォイス 牡2栗 55 三浦 皇成ディアレストクラブ
 田村 康仁 千歳 社台ファーム 460± 02：02．91� 436．3�
69 ジャストアジゴロ 牡2黒鹿55 田辺 裕信原 	子氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 450＋ 42：03．11
 70．3�
56 ハクサンタイヨウ 牡2青鹿55 松岡 正海篠﨑 恒雄氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 476＋ 22：03．52� 430．9�
812 タニノドラマ 牡2鹿 55 池添 謙一谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 428＋ 42：05．9大差 171．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 813，952，000円 複勝： 657，210，400円 枠連： 217，478，600円
馬連： 1，491，622，100円 馬単： 837，557，600円 ワイド： 798，617，400円
3連複： 2，369，131，400円 3連単： 5，197，296，900円 計： 12，382，866，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 150円 � 140円 枠 連（4－6） 550円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 260円 �� 250円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 3，650円

票 数

単勝票数 計8139520 的中 � 3750427（1番人気）
複勝票数 計6572104 的中 � 2713167（1番人気）� 764644（3番人気）� 861518（2番人気）
枠連票数 計2174786 的中 （4－6） 315166（1番人気）
馬連票数 計14916221 的中 �� 1842292（2番人気）
馬単票数 計8375576 的中 �� 794579（2番人気）
ワイド票数 計7986174 的中 �� 834421（2番人気）�� 912297（1番人気）�� 325586（6番人気）
3連複票数 計23691314 的中 ���1677242（1番人気）
3連単票数 計51972969 的中 ���1137797（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．8―37．8―50．3―1：02．5―1：14．3―1：26．1―1：38．3―1：49．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サートゥルナーリア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．6．10 阪神1着

2016．3．21生 牡2黒鹿 母 シ ー ザ リ オ 母母 キロフプリミエール 3戦3勝 賞金 94，141，000円
〔制裁〕 ヒルノダカール号の騎手松田大作は，最後の直線コース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）

サートゥルナーリア号の騎手M．デムーロは，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：2
番・11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。

3310812月28日 晴 良 （30中山5）第9日 第12競走 ��
��1，600�ベストウィッシュカップ

発走16時05分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下，29．12．28以降30．12．23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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

23 レジーナドーロ 牝3栗 53 M．デムーロ�G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 452＋101：35．2 4．3�
612 サ ン ク ロ ワ 牡5栗 55 内田 博幸�G1レーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム B470± 0 〃 ハナ 26．0�
12 オメガラヴィサン 牡3鹿 55 C．ルメール 原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 480－ 2 〃 クビ 2．6�
36 アイスフィヨルド 牡3芦 55 C．デムーロ 佐々木雄二氏 武藤 善則 浦河 浦河小林牧場 442－ 41：35．3クビ 4．6�

（仏）

11 トータルソッカー 牡4栗 55 柴田 善臣渡邊 隆氏 伊藤 正徳 新ひだか 真歌田中牧場 504－ 61：35．51� 27．2�
24 アドマイヤシナイ 牡4鹿 55 田辺 裕信近藤 利一氏 上原 博之 洞	湖 レイクヴィラファーム 478＋ 6 〃 クビ 10．5	
59 ナイトバナレット 牡4芦 56 三浦 皇成 
シルクレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－101：35．6
 38．0�
816 トーセンリラ 牝3栗 52 田中 勝春島川 �哉氏 宗像 義忠 日高 有限会社 エ

スティファーム 454± 0 〃 アタマ 57．7
611 ス カ ル バ ン 牡4鹿 55 福永 祐一�KTレーシング 武井 亮 新冠 パカパカ

ファーム 502＋ 2 〃 ハナ 25．0�
815 アルトリウス �4鹿 55 O．マーフィー �G1レーシング 藤沢 和雄 安平 追分ファーム B470＋22 〃 アタマ 17．4�

（英）

47 ホウオウパフューム 牝4栗 55 戸崎 圭太小笹 芳央氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 478－ 81：35．7クビ 19．3�
510 プ レ ト リ ア �3鹿 55 大野 拓弥多田 賢司氏 中川 公成 浦河 大北牧場 456＋10 〃 ハナ 38．0�
35 イサチルルンルン 牝3鹿 51 藤田菜七子小坂 功氏 竹内 正洋 浦河 小葉松 幸雄 B446± 0 〃 クビ 96．9�
714 ユメノマイホーム 牝6栗 51 杉原 誠人
ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 464－ 4 〃 アタマ 170．4�
713 ビオラフォーエバー �7栗 52 野中悠太郎熊澤 浩樹氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 468± 01：36．33
 271．6�
48 エクラミレネール 牝5芦 53 北村 宏司岡田 牧雄氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド B468＋ 61：36．51� 60．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 119，288，800円 複勝： 146，444，000円 枠連： 64，855，300円
馬連： 293，502，300円 馬単： 125，869，800円 ワイド： 182，940，200円
3連複： 418，421，900円 3連単： 635，195，300円 計： 1，986，517，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 460円 � 130円 枠 連（2－6） 1，800円

馬 連 �� 6，640円 馬 単 �� 10，700円

ワ イ ド �� 1，980円 �� 270円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 5，500円 3 連 単 ��� 41，840円

票 数

単勝票数 計1192888 的中 � 219792（2番人気）
複勝票数 計1464440 的中 � 247478（2番人気）� 54723（8番人気）� 364163（1番人気）
枠連票数 計 648553 的中 （2－6） 28804（5番人気）
馬連票数 計2935023 的中 �� 35321（20番人気）
馬単票数 計1258698 的中 �� 9403（29番人気）
ワイド票数 計1829402 的中 �� 21801（22番人気）�� 213910（1番人気）�� 39417（8番人気）
3連複票数 計4184219 的中 ��� 60795（14番人気）
3連単票数 計6351953 的中 ��� 12143（102番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．5―11．9―12．4―12．0―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．4―47．3―59．7―1：11．7―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．9―3F35．5

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

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

レジーナドーロ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．12．28 中山3着

2015．1．26生 牝3栗 母 レ ジ ネ ッ タ 母母 アスペンリーフ 7戦3勝 賞金 35，631，000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 オールドクラシック号
（非抽選馬） 2頭 アルミューテン号・ユウチェンジ号
※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。

２レース目 ４レース目



（30中山5）第9日 12月28日（金曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 187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

325，020，000円
2，590，000円
26，920，000円
3，520，000円
42，570，000円
76，621，000円
10，215，000円
1，795，200円

勝馬投票券売得金
1，401，108，000円
1，397，027，700円
506，636，700円
2，734，656，000円
1，404，020，700円
1，603，735，800円
4，083，700，500円
7，526，514，000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 20，657，399，400円

総入場人員 29，766名 （有料入場人員 26，360名）



平成30年度 第5回中山競馬 総計

競走回数 108回 出走延頭数 1，649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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

2，844，970，000円
41，290，000円
225，360，000円
22，820，000円
345，690，000円
60，000，000円
691，211，000円
51，935，400円
15，830，400円

勝馬投票券売得金
8，786，040，400円
10，459，020，600円
4，458，015，200円
19，981，599，600円
8，621，169，300円
11，058，273，300円
27，932，058，600円
43，886，549，600円
856，860，300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
5 重 勝
計 136，039，586，900円

総入場延人員 311，888名 （有料入場延人員 278，327名）
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