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00037 1月13日 曇 良 （31中山1）第4日 第1競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走9時55分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

510 ビートマジック 牡3黒鹿56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 栗田 徹 新ひだか 大典牧場 476＋ 61：13．6 5．7�
23 フィンガーポップ 牝3栗 54 戸崎 圭太吉田 照哉氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 470－ 81：13．81� 11．6�
612 マイネルナイペス 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム B448＋ 21：14．01 5．1�
714 トモジャドット 牡3栗 56 石川裕紀人吉冨 朝美氏 小笠 倫弘 新冠 ハクツ牧場 B534＋181：14．1� 62．6�
59 バ ブ リ ン 牝3鹿 54

52 △横山 武史井上 久光氏 的場 均 新冠 安達 洋生 438＋121：14．42 220．1�
611 ニシノリリアンヌ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也西山 茂行氏 牧 光二 新ひだか 前田ファーム 476＋161：14．61� 108．7	
12 シゲルアパライト 牡3鹿 56 丸田 恭介森中 蕃氏 石毛 善彦 新冠 大林ファーム 470－ 21：14．81� 18．0

713 ゼ ロ カ ラ 牝3黒鹿54 西田雄一郎谷口 祐人氏 藤原 辰雄 新ひだか 下屋敷牧場 460＋ 21：14．9クビ 107．5�
11 タマブラックパール 牝3青 54 津村 明秀玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 502－ 8 〃 クビ 1．7�
36 オウムアムア 牡3鹿 56 杉原 誠人ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 522－ 61：15．11 40．1�
815 クアトロリヴォルタ 牡3黒鹿56 田辺 裕信木村 直樹氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 472＋301：15．2� 15．8�
816 ホープフルサイン 牡3黒鹿56 江田 照男 �アドバンス・サッポロ 本間 忍 浦河 日進牧場 500＋ 41：15．3� 119．8�
47 テイエムロケット 牡3鹿 56 柴田 善臣竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 カミイスタット 476＋ 81：15．62 155．1�
48 ド ラ マ 牡3栗 56

53 ▲木幡 育也馬目 卓氏 萱野 浩二 新ひだか 米田牧場 456－ 4 〃 ハナ 236．7�
35 ネ ロ ー ネ 牡3鹿 56

55 ☆藤田菜七子門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか フジワラフアーム 436－101：15．81� 133．4�
24 エムアイグランツ 牡3黒鹿56 田中 勝春岩崎 充利氏 谷原 義明 日高 細川牧場 506－ 41：15．9� 82．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，176，100円 複勝： 104，008，500円 枠連： 16，597，200円
馬連： 72，604，100円 馬単： 44，881，400円 ワイド： 54，210，900円
3連複： 119，962，400円 3連単： 177，063，600円 計： 626，504，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 360円 � 540円 � 240円 枠 連（2－5） 3，460円

馬 連 �� 3，610円 馬 単 �� 6，520円

ワ イ ド �� 900円 �� 400円 �� 600円

3 連 複 ��� 2，990円 3 連 単 ��� 20，410円

票 数

単勝票数 計 371761 的中 � 51288（3番人気）
複勝票数 計1040085 的中 � 73611（3番人気）� 45800（4番人気）� 127352（2番人気）
枠連票数 計 165972 的中 （2－5） 3713（10番人気）
馬連票数 計 726041 的中 �� 15557（11番人気）
馬単票数 計 448814 的中 �� 5157（19番人気）
ワイド票数 計 542109 的中 �� 14604（9番人気）�� 36621（4番人気）�� 23126（6番人気）
3連複票数 計1199624 的中 ��� 30016（8番人気）
3連単票数 計1770636 的中 ��� 6287（57番人気）

ハロンタイム 11．9―11．0―11．9―12．6―12．6―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．9―34．8―47．4―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビートマジック �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2018．10．8 東京6着

2016．5．2生 牡3黒鹿 母 ミューズマジック 母母 ピアノソナタ 3戦1勝 賞金 5，500，000円
〔制裁〕 ホープフルサイン号の騎手江田照男は，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：10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。
（非抽選馬） 7頭 キョウエイメサイア号・ゴールデンチョイス号・ゼネラルアダージョ号・チャンダナ号・ペイシャコリンナ号・

ラブインブルーム号・リトルグッド号

00038 1月13日 曇 良 （31中山1）第4日 第2競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走10時25分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量

本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 250，000
250，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

714 ジュンアサヒダケ 牡3鹿 56 戸崎 圭太河合 純二氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 502＋101：57．2 13．4�
48 バンディエラ 牡3栗 56 C．ルメール 東海林貴大氏 竹内 正洋 新冠 松本 信行 B516± 0 〃 クビ 1．3�
12 トゥーフラッシー 牝3鹿 54 蛯名 正義西森 鶴氏 高市 圭二 新ひだか グローリーファーム 458－ 21：57．73 14．1�
23 プレイングラン 牡3栗 56 田辺 裕信スリースターズレーシング 小西 一男 新ひだか 平野牧場 470± 01：57．8クビ 11．4�
24 ノ ブ ベ ッ ク 牡3青鹿56 田中 勝春前田 亘輝氏 畠山 吉宏 浦河 高村牧場 494－ 4 〃 クビ 52．4�
816 ペイシャルフェ 牝3黒鹿54 江田 照男北所 直人氏 蛯名 利弘 平取 二風谷ファーム 422－ 8 〃 同着 160．4�
35 ブラックアンバー 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 育也田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 大栄牧場 510＋161：58．43� 41．8	
47 ア ポ ロ ン 牡3黒鹿56 三浦 皇成エンジェルレーシング
 田村 康仁 日高 中川 浩典 502＋ 61：58．82� 26．0�
612 マイネルリッター 牡3鹿 56 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム 538＋ 21：59．01� 15．0�
59 シダクティブノンコ 牝3栗 54 O．マーフィー 吉田 千津氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 472＋ 6 〃 クビ 16．3

（英）

11 ク リ ム ト ゥ 牡3栗 56 横山 和生�ミルファーム 小野 次郎 浦河 猿橋 義昭 516＋141：59．74 194．1�
510 バレットタイム 牡3栗 56 津村 明秀前田 幸治氏 池上 昌和 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 452－ 41：59．91 79．5�
36 レイジングラン 牡3黒鹿56 村田 一誠松尾 正氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 468＋222：00．0� 217．9�
611 スカイファルコン 牡3栗 56 西村 太一
フクキタル 加藤 征弘 新冠 パカパカ

ファーム 460± 02：00．42� 152．3�
815 ダーリンボウイ 牡3栗 56 黛 弘人薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 日高 下川 茂広 446－ 42：00．5クビ 287．4�
713 フクノレジーナ 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 初也福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新ひだか 山際牧場 510＋ 42：03．6大差 255．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，990，100円 複勝： 173，803，000円 枠連： 16，854，400円
馬連： 72，953，300円 馬単： 52，537，200円 ワイド： 58，778，300円
3連複： 100，809，500円 3連単： 181，847，100円 計： 697，572，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，340円 複 勝 � 220円 � 110円 � 240円 枠 連（4－7） 640円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 3，300円

ワ イ ド �� 360円 �� 2，120円 �� 410円

3 連 複 ��� 2，830円 3 連 単 ��� 24，750円

票 数

単勝票数 計 399901 的中 � 23821（3番人気）
複勝票数 計1738030 的中 � 49910（4番人気）� 1383754（1番人気）� 42180（5番人気）
枠連票数 計 168544 的中 （4－7） 20217（4番人気）
馬連票数 計 729533 的中 �� 78770（3番人気）
馬単票数 計 525372 的中 �� 11932（11番人気）
ワイド票数 計 587783 的中 �� 44428（4番人気）�� 6308（21番人気）�� 38167（5番人気）
3連複票数 計1008095 的中 ��� 26628（12番人気）
3連単票数 計1818471 的中 ��� 5325（73番人気）

ハロンタイム 13．0―12．3―13．7―13．8―12．9―12．5―12．6―13．1―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．3―39．0―52．8―1：05．7―1：18．2―1：30．8―1：43．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F39．0
1
3
2，9（6，12）（7，14）5（11，8）（4，10）16，15，3－（1，13）・（2，9）12（7，14）6（5，8）10（11，16，3）（4，15）＝1＝13

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジュンアサヒダケ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Highest Honor デビュー 2018．11．11 東京10着

2016．1．17生 牡3鹿 母 ダ リ オ ー ル 母母 Dzinigane 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フクノレジーナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年2月13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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 スターオブワンダー号・タイムリメンバード号・トラインコンパス号・ラブミフォーエバー号
（非抽選馬） 4頭 イリュージョニスト号・エコロワンダー号・シゲルシンジュ号・ブラザーサン号
※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。

第１回 中山競馬 第４日



00039 1月13日 曇 良 （31中山1）第4日 第3競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走10時55分 （ダート・右）

牝，新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

713 フラッシングジェム 牝3青鹿54 C．ルメール �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 480 ―1：59．0 2．5�
816 ブライトアクトレス 牝3栗 54 三浦 皇成岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 新ひだか 岡田スタツド 496 ―1：59．53 6．2�
12 ワンダーマンボ 牝3黒鹿 54

53 ☆武藤 雅草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 462 ―1：59．71� 4．1�
815 リーピングリーズン 牝3青鹿54 田辺 裕信 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 武 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 496 ―2：00．02 6．5�

47 ミ フ リ マ 牝3鹿 54 吉田 隼人髙瀬 真尚氏 本間 忍 日高 本間牧場 468 ―2：00．1� 67．5	
23 オ ク ラ 牝3栗 54 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 岡田牧場 446 ―2：00．52� 84．6

714 フロンサック 牝3鹿 54 戸崎 圭太村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 460 ― 〃 クビ 14．9�

（ギュイエンヌ）

35 チャームアゲン 牝3栗 54 田中 勝春浅川 皓司氏 中野 栄治 日高 シンボリ牧場 484 ―2：00．81� 37．6�
24 ハニーディスタフ 牝3栗 54 黛 弘人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 498 ―2：01．75 10．0
48 ダ ン カ ー コ 牝3芦 54 大野 拓弥由井健太郎氏 竹内 正洋 浦河 辻 牧場 444 ―2：02．76 34．5�
59 オトコマサリ 牝3栗 54 丸田 恭介西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 456 ―2：02．91� 129．1�
611 チェータシカ 牝3鹿 54 菅原 隆一福原 晃氏 伊藤 伸一 様似 清水スタッド 436 ―2：03．32� 153．6�
510 アイアムツイテル 牝3鹿 54 嘉藤 貴行堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 498 ― 〃 クビ 102．3�
612 デルマヴェルサイユ 牝3黒鹿54 武士沢友治浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム 498 ―2：04．15 63．6�
36 スパークルスパート 牝3芦 54

53 ☆藤田菜七子日向 均氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 466 ―2：13．2大差 102．6�
（15頭）

11 タカラパーティ 牝3鹿 54
51 ▲木幡 育也村山 義男氏 藤原 辰雄 浦河 宮内牧場 ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 34，940，000円 複勝： 40，091，500円 枠連： 21，400，200円
馬連： 61，357，800円 馬単： 32，068，700円 ワイド： 41，602，700円
3連複： 81，429，700円 3連単： 101，033，900円 計： 413，924，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 160円 � 140円 枠 連（7－8） 340円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 350円 �� 320円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 5，380円

票 数

単勝票数 計 349400 的中 � 110771（1番人気）
複勝票数 計 400915 的中 � 90754（1番人気）� 55213（4番人気）� 73376（2番人気）
枠連票数 計 214002 的中 （7－8） 47987（1番人気）
馬連票数 計 613578 的中 �� 50484（2番人気）
馬単票数 計 320687 的中 �� 17129（2番人気）
ワイド票数 計 416027 的中 �� 30091（3番人気）�� 33925（1番人気）�� 24145（4番人気）
3連複票数 計 814297 的中 ��� 47974（1番人気）
3連単票数 計1010339 的中 ��� 13615（5番人気）

ハロンタイム 13．3―12．1―14．0―13．6―12．8―12．9―13．6―13．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．4―39．4―53．0―1：05．8―1：18．7―1：32．3―1：46．0

コーナー
通過順位

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

2
4

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

フラッシングジェム �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2016．2．26生 牝3青鹿 母 ロマンシングジェム 母母 ル ビ ー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔出走取消〕 タカラパーティ号は，疾病〔右前肢跛行〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スパークルスパート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年2月13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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 インオンザレイク号・ギャラクシーハニー号・クリプトカレンシー号・スイーツビュッフェ号・パールデュー号・

ブーケオブジュエル号・ボンマリアージュ号・ヤマトフェニックス号

00040 1月13日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （31中山1）第4日 第4競走 ��2，880�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時25分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：10．2良・良

812 メドウラーク 牡8鹿 60 北沢 伸也吉田 勝己氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 500＋123：13．3 3．4�
710 キールコネクション 牡7栗 60 蓑島 靖典水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 B478± 03：14．47 11．0�
68 ナリノレーヴドール 牡4鹿 59 金子 光希成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 456＋263：15．57 99．2�
45 トゥルーウインド 牡7栗 60 五十嵐雄祐 �社台レースホース田中 剛 安平 追分ファーム 460＋103：15．92� 4．3�
711 キタサンサジン 牡7栗 60 難波 剛健�大野商事 梅田 智之 新ひだか 米田牧場 546＋103：16．21� 13．9�
11 インペリオーソ 牝4青鹿57 山本 康志吉岡 泰治氏 松山 将樹 新ひだか 松本牧場 464＋143：16．3� 4．4	
33 ブレスアロット 牡6栗 60 石神 深一吉田 照哉氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 480＋143：16．51� 10．8

813 シゲルシマダイ 牡6鹿 60 植野 貴也森中 蕃氏 清水 英克 浦河 高野牧場 536＋ 43：16．81� 5．4�
56 エスケークラウン 牡5青 60 西谷 誠菅藤 宗一氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 504－ 43：16．9� 52．2�
44 オペラサンデー 牡4栗 59 江田 勇亮戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 456＋ 83：17．21� 102．0
57 ラニカイシチー 牡5鹿 60 草野 太郎 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 新冠 パカパカ

ファーム 478＋ 63：17．3� 53．7�
22 タ ニ ガ ワ 牡6鹿 60 高野 和馬江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 496＋ 43：17．51� 93．1�
69 カシノランド 牡7黒鹿60 大庭 和弥柏木 務氏 天間 昭一 日高 日西牧場 490＋26 （競走中止） 247．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 25，553，300円 複勝： 31，548，400円 枠連： 16，652，400円
馬連： 56，630，600円 馬単： 29，488，300円 ワイド： 32，377，900円
3連複： 83，291，200円 3連単： 112，856，600円 計： 388，398，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 210円 � 260円 � 2，120円 枠 連（7－8） 660円

馬 連 �� 2，380円 馬 単 �� 3，270円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 6，060円 �� 8，560円

3 連 複 ��� 72，970円 3 連 単 ��� 249，450円

票 数

単勝票数 計 255533 的中 � 58925（1番人気）
複勝票数 計 315484 的中 � 46262（4番人気）� 33943（5番人気）� 3027（12番人気）
枠連票数 計 166524 的中 （7－8） 19279（3番人気）
馬連票数 計 566306 的中 �� 18396（10番人気）
馬単票数 計 294883 的中 �� 6754（15番人気）
ワイド票数 計 323779 的中 �� 8706（11番人気）�� 1349（43番人気）�� 952（49番人気）
3連複票数 計 832912 的中 ��� 856（112番人気）
3連単票数 計1128566 的中 ��� 328（443番人気）
上り 1マイル 1：48．1 4F 52．6－3F 40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メドウラーク �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．2．8 京都2着

2011．4．5生 牡8鹿 母 ア ゲ ヒ バ リ 母母 トゥザヴィクトリー 障害：1戦1勝 賞金 7，800，000円
〔競走中止〕 カシノランド号は，2周目3号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
※出走取消馬 スマイルメロディー号（疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため）
※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 インフルエンサー号



00041 1月13日 晴 良 （31中山1）第4日 第5競走 1，200�サラブレッド系4歳以上
発走12時15分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

510 ト ッ カ ー タ 牡4黒鹿 56
55 ☆武藤 雅門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか フジワラフアーム 480＋ 41：12．0 111．3�

24 ルーチェソラーレ 牝4芦 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 490＋14 〃 クビ 13．1�
612 サンジレット 牡5栗 57 小島 太一 �加藤ステーブル 高橋 文雅 新冠 前川 隆範 512＋ 81：12．1� 14．6�
713 ナイツブリッジ 牡4黒鹿 56

55 ☆木幡 巧也村野 康司氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 508＋181：12．2� 101．3�
48 ダノンチャンス �5鹿 57 O．マーフィー �ダノックス 田中 博康 日高 下河辺牧場 502＋ 4 〃 アタマ 2．5�

（英）

36 エ ナ グ リ ン 牡4栗 56 F．ブロンデル宮原 廣伸氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 480＋14 〃 ハナ 21．7	
（仏）

23 シャンパンサーベル 牝7黒鹿 55
53 △横山 武史田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 494＋181：12．41� 17．8


611� エリープラネット 牝4栗 54 柴田 大知谷川 正純氏 天間 昭一 新ひだか 広田牧場 426－ 81：12．71� 160．2�
59 � スズノフブキ �5鹿 57 勝浦 正樹小紫 嘉之氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 488＋ 61：12．91� 153．9�
35 マローネメタリコ 牝4栗 54 C．ルメール 柏瀬金之介氏 萩原 清 新ひだか ウエスタンファーム 518± 01：13．0� 2．0
815� タイキオデッセイ 牡4栗 56 武士沢友治�大樹ファーム 高橋 祥泰 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 496－191：13．1� 66．5�
11 � メイプルグレイト 牡4栗 56

53 ▲野中悠太郎節 英司氏 高市 圭二 平取 スガタ牧場 510－ 61：13．2� 75．0�
816 レ ネ ッ ト 牝4栗 54 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 466＋121：13．73 41．5�
47 � レッドオリアナ 牝5栗 55

52 ▲木幡 育也 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 448＋ 21：14．12� 66．4�
714 ブ ラ ン シ ュ 牝5青鹿 55

54 ☆藤田菜七子�Basic 根本 康広 平取 協栄組合 474＋261：15．37 119．8�
（15頭）

12 ラ ン パ ク 牡4芦 56 三浦 皇成一村 哲也氏 高木 登 新冠 ハクツ牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 39，793，300円 複勝： 54，030，600円 枠連： 24，334，300円
馬連： 87，937，000円 馬単： 47，885，600円 ワイド： 60，460，000円
3連複： 118，794，300円 3連単： 190，941，200円 計： 624，176，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 11，130円 複 勝 � 2，080円 � 380円 � 350円 枠 連（2－5） 14，950円

馬 連 �� 70，540円 馬 単 �� 207，590円

ワ イ ド �� 13，880円 �� 8，590円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 208，650円 3 連 単 ��� 2，035，770円

票 数

単勝票数 差引計 397933（返還計 5406） 的中 � 2859（12番人気）
複勝票数 差引計 540306（返還計 9187） 的中 � 6010（12番人気）� 39636（4番人気）� 43312（3番人気）
枠連票数 差引計 243343（返還計 109） 的中 （2－5） 1261（23番人気）
馬連票数 差引計 879370（返還計 47917） 的中 �� 966（54番人気）
馬単票数 差引計 478856（返還計 18897） 的中 �� 173（122番人気）
ワイド票数 差引計 604600（返還計 19326） 的中 �� 1109（58番人気）�� 1798（45番人気）�� 8745（16番人気）
3連複票数 差引計1187943（返還計 94871） 的中 ��� 427（181番人気）
3連単票数 差引計1909412（返還計125882） 的中 ��� 68（1210番人気）

ハロンタイム 11．6―10．3―11．2―12．2―12．5―14．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―21．9―33．1―45．3―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ト ッ カ ー タ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Invasor デビュー 2017．7．9 福島2着

2015．3．31生 牡4黒鹿 母 ペルセクション 母母 Star Mullein 11戦2勝 賞金 15，300，000円
〔出走取消〕 ランパク号は，疾病〔右後肢跛行〕のため出走取消。
〔発走状況〕 タイキオデッセイ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
※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 アルチレイロ号・サンマルバロン号・スカイソング号・メガポリゴン号
※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。

00042 1月13日 晴 良 （31中山1）第4日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走12時45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
1：30．7
1：30．7

良
良

23 ブルーアガヴェ 牡3黒鹿56 O．マーフィー 金子真人ホールディングス� 奥村 武 新冠 パカパカ
ファーム 444＋ 41：35．5 6．4�

（英）

714 カンパーニャ 牡3栗 56 戸崎 圭太村野 康司氏 畠山 吉宏 日高 下河辺牧場 444－ 21：35．6� 4．6�
12 コスモミローディア 牡3黒鹿56 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 清水 英克 日高 道見牧場 458＋ 41：35．81� 8．7�
36 ナンヨーミカヅキ 牝3栗 54 柴田 善臣中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 386－ 4 〃 アタマ 27．4�
47 コスモビックラコグ 牡3栗 56 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± 0 〃 クビ 7．0	
713 ボニーソックス 牝3黒鹿 54

52 △横山 武史落合 幸弘氏 矢野 英一 新ひだか 千代田牧場 448＋ 81：35．9� 57．0

24 フィリアーノ 牡3芦 56 C．ルメール 吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 448－ 61：36．0クビ 2．1�
611 チェスナットバレー 牡3鹿 56 大野 拓弥大島有志生氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 488＋361：36．1� 19．5�
816 ミ カ エ ラ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行海谷 幸司氏 高橋 義博 浦河 中村 雅明 414＋ 61：36．31� 317．4
35 ヴィクトリアポデル 牡3鹿 56 勝浦 正樹西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新冠 松本 信行 500＋101：36．62 112．2�
11 ネイトフォンテン 牝3栗 54

53 ☆武藤 雅吉橋 興生氏 戸田 博文 日高 新井 弘幸 450＋ 81：37．02� 64．0�
48 � トロントテソーロ 牝3芦 54

53 ☆木幡 巧也了德寺健二ホール
ディングス� 斎藤 誠 米 Siena

Farms LLC 478－ 41：37．1� 206．1�
510 クリノブラックオー 牡3鹿 56 嶋田 純次栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 三輪牧場 478＋12 〃 ハナ 315．6�
59 マイネルフトゥーロ 牡3栗 56 丹内 祐次 �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 520＋241：38．59 235．9�
612 プレンフルール 牝3鹿 54 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 432＋ 41：39．24 45．1�

（15頭）
815 シゲルアマゾナイト 牡3青鹿56 武士沢友治森中 蕃氏 石栗 龍彦 新冠 村上 進治 448＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 46，711，600円 複勝： 58，639，900円 枠連： 22，745，500円
馬連： 83，821，900円 馬単： 43，798，800円 ワイド： 60，778，200円
3連複： 113，711，600円 3連単： 157，549，100円 計： 587，756，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 210円 � 160円 � 250円 枠 連（2－7） 360円

馬 連 �� 1，730円 馬 単 �� 3，970円

ワ イ ド �� 700円 �� 950円 �� 740円

3 連 複 ��� 5，280円 3 連 単 ��� 30，720円

票 数

単勝票数 差引計 467116（返還計 893） 的中 � 58367（3番人気）
複勝票数 差引計 586399（返還計 1500） 的中 � 69506（4番人気）� 111191（2番人気）� 53898（5番人気）
枠連票数 差引計 227455（返還計 48） 的中 （2－7） 47723（1番人気）
馬連票数 差引計 838219（返還計 3738） 的中 �� 37336（6番人気）
馬単票数 差引計 437988（返還計 1873） 的中 �� 8270（14番人気）
ワイド票数 差引計 607782（返還計 3333） 的中 �� 22534（7番人気）�� 16069（12番人気）�� 21080（9番人気）
3連複票数 差引計1137116（返還計 8164） 的中 ��� 16147（19番人気）
3連単票数 差引計1575491（返還計 10439） 的中 ��� 3718（96番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．1―3F36．1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブルーアガヴェ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2018．6．23 東京5着

2016．4．15生 牡3黒鹿 母 ペイトンドーロ 母母 Jealous and Jaded 4戦1勝 賞金 7，700，000円
〔競走除外〕 シゲルアマゾナイト号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 トロントテソーロ号の騎手木幡巧也は，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：6番・4番）

ブルーアガヴェ号の騎手O．マーフィーは，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番）
〔その他〕 マイネルフトゥーロ号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 ジョブックビザーレ号・スリーオーラ号・トーセンジンライム号・ナムラブル号・ハーモニーソード号・

ヨコスカダンディー号
※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。



00043 1月13日 晴 良 （31中山1）第4日 第7競走 2，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時15分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：28．8
2：28．6

重
不良

611 ワイルドゲーム 牡6鹿 57 丸山 元気合同会社小林英一
ホールディングス 石栗 龍彦 新ひだか 水丸牧場 B500± 02：39．0 3．6�

510 トモジャタイクーン 牡4鹿 56 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 502＋ 22：39．42� 3．3�
48 � ワンダーラジャ 牡5栗 57 柴田 大知山本 能成氏 沖 芳夫 浦河 秋場牧場 504＋ 8 〃 ハナ 5．5�
816 ユ メ ノ サ キ 牡4栗 56 大野 拓弥吉田 千津氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B538＋16 〃 クビ 8．0�
714 アポロプリンセス 牝4栗 54

53 ☆木幡 巧也アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新冠 山岡ファーム B484＋ 42：39．5� 16．2�
815 ハ イ チ ー ズ 牡4鹿 56 柴田 善臣 �ローレルレーシング 小島 茂之 新冠 村上 欽哉 502＋ 82：40．35 46．8	
59 � カヴァレリア 牡5鹿 57 O．マーフィー �グリーンファーム竹内 正洋 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 524＋102：40．61� 19．5

（英）

12 ミラクルヒッター 牡4芦 56 田中 勝春丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム 498＋ 22：40．81 12．4�
47 デルマアブサン 牡4鹿 56 横山 和生浅沼 廣幸氏 藤原 辰雄 千歳 社台ファーム 474＋ 62：41．33 111．7�
11 ユキノアンビシャス 牡4鹿 56 戸崎 圭太井上 基之氏 新開 幸一 新ひだか 服部 牧場 488＋ 42：41．4� 10．6
612 ヤマタケパンチ 牡4青鹿56 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 高野牧場 500－ 22：41．82� 249．3�
24 スマートガイア �7鹿 57 丹内 祐次大川 徹氏 古賀 史生 安平 ノーザンファーム 496＋ 42：42．33 69．3�
36 スターオンザヒル 牡4黒鹿56 武士沢友治飯田総一郎氏 南田美知雄 日高 千葉飯田牧場 B498＋ 42：42．72� 133．6�
35 ルクスムンディー 牡4鹿 56 吉田 隼人前田 幸治氏 寺島 良 むかわ 上水牧場 B518＋ 42：43．01� 64．8�
23 サイモンサーマル �4鹿 56 石川裕紀人澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 488＋ 82：43．1� 129．6�
713� ブライトンピア 牡5栗 57

56 ☆藤田菜七子浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 462＋ 62：44．27 93．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，938，600円 複勝： 53，836，200円 枠連： 22，727，800円
馬連： 88，423，400円 馬単： 37，367，000円 ワイド： 58，763，700円
3連複： 118，406，300円 3連単： 143，811，200円 計： 558，274，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 120円 � 160円 枠 連（5－6） 440円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 220円 �� 450円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，040円 3 連 単 ��� 4，130円

票 数

単勝票数 計 349386 的中 � 75657（2番人気）
複勝票数 計 538362 的中 � 112387（2番人気）� 123807（1番人気）� 71805（3番人気）
枠連票数 計 227278 的中 （5－6） 39193（1番人気）
馬連票数 計 884234 的中 �� 135616（1番人気）
馬単票数 計 373670 的中 �� 26586（2番人気）
ワイド票数 計 587637 的中 �� 77377（1番人気）�� 30163（4番人気）�� 38271（2番人気）
3連複票数 計1184063 的中 ��� 84723（1番人気）
3連単票数 計1438112 的中 ��� 25238（2番人気）

ハロンタイム 13．2―12．0―13．4―13．0―14．1―14．7―13．7―12．9―12．6―12．9―12．7―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．2―25．2―38．6―51．6―1：05．7―1：20．4―1：34．1―1：47．0―1：59．6―2：12．5―2：25．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F52．0―3F39．4
1
�
13，7（5，16）（1，14，15）（4，6）9，10－（3，11）－12－2－8・（13，7，16）15，14（1，10，11）6（5，9，8）（4，12）－（3，2）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ワイルドゲーム �
�
父 ハイアーゲーム �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2015．8．29 新潟7着

2013．3．17生 牡6鹿 母 コフィーチャン 母母 ウ ィ ギ ン グ 34戦2勝 賞金 27，850，000円
※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 スズノアリュール号
※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。

00044 1月13日 晴 良 （31中山1）第4日 第8競走 1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時50分 （ダート・右）

1000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

815� フランシスコダイゴ 牡4鹿 56 O．マーフィー Him Rock Racing
ホールディングス� 武市 康男 日高 タバタファーム 468－121：11．2 3．8�

（英）

816 ミ ス パ イ ロ 牝5黒鹿 55
53 △横山 武史村田 哲朗氏 小野 次郎 日高 戸川牧場 486－ 21：11．41� 7．7�

36 ジ オ ラ マ 牡6栗 57 戸崎 圭太�G1レーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 530＋ 21：11．5クビ 4．8�
35 リ ガ ス 牡5芦 57 津村 明秀 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 日高 新井 昭二 520＋ 2 〃 ハナ 8．5�
510� ワキノアタリ 牝6鹿 55 C．ルメール 脇山 良之氏 松下 武士 新ひだか 広田牧場 474＋ 4 〃 ハナ 4．4�
611� マッジョネラ �5黒鹿57 吉田 隼人堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 日高 北田 剛 510＋101：11．71� 54．9	
23 トロピカルスパート 牝5栗 55 石橋 脩日向 均氏 高橋 文雅 新ひだか 坂本 健一 504＋101：11．8クビ 23．9

12 ノーモアゲーム 牡6鹿 57

56 ☆藤田菜七子内藤 好江氏 浅野洋一郎 日高 中館牧場 482± 0 〃 クビ 16．1�
48 タンタラスノオカ 牡6黒鹿57 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 むかわ ヤマイチ牧場 510＋ 41：11．9クビ 30．8�
11 パワフルヒロコ 牝5黒鹿55 中井 裕二三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 丸幸小林牧場 456＋ 81：12．0� 23．9
47 スリーミニオン 牡4栗 56 三浦 皇成永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 478＋ 2 〃 クビ 13．4�
714� ティアップサンダー 牡7黒鹿57 柴田 大知田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 490＋ 11：12．1� 92．6�
612 サンデュランゴ 牝5栗 55

54 ☆武藤 雅 �加藤ステーブル 蛯名 利弘 新ひだか 三石川上牧場 478＋ 41：12．31� 127．1�
59 � ステラルーチェ 牡7栗 57 武士沢友治池田 草龍氏 蛯名 利弘 新ひだか 三石ファーム B494＋ 21：12．51 58．1�
713 スマートダイバー 牡8栗 57 丹内 祐次大川 徹氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム B490－ 2 〃 クビ 271．3�
24 ス フ ェ ー ン 牡6鹿 57

56 ☆木幡 巧也キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 笹地牧場 468＋ 4 〃 ハナ 258．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 50，437，600円 複勝： 79，628，900円 枠連： 35，095，100円
馬連： 121，645，100円 馬単： 50，581，000円 ワイド： 82，157，500円
3連複： 170，870，800円 3連単： 193，876，300円 計： 784，292，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 190円 � 150円 枠 連（8－8） 1，490円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 510円 �� 410円 �� 550円

3 連 複 ��� 2，420円 3 連 単 ��� 11，310円

票 数

単勝票数 計 504376 的中 � 105170（1番人気）
複勝票数 計 796289 的中 � 129623（2番人気）� 95232（4番人気）� 151522（1番人気）
枠連票数 計 350951 的中 （8－8） 18244（4番人気）
馬連票数 計1216451 的中 �� 58336（4番人気）
馬単票数 計 505810 的中 �� 14710（7番人気）
ワイド票数 計 821575 的中 �� 40490（4番人気）�� 53482（1番人気）�� 36983（5番人気）
3連複票数 計1708708 的中 ��� 52813（2番人気）
3連単票数 計1938763 的中 ��� 12417（14番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．2―12．0―12．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．9―45．9―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フランシスコダイゴ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 アグネスタキオン

2015．5．1生 牡4鹿 母 セレスティアル 母母 アルバローズ 12戦2勝 賞金 26，112，000円
初出走 JRA

※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） 4頭 アーヒラ号・ギンゴー号・コスモジョーカー号・ゼットマックイーン号
（非抽選馬） 2頭 バーンフライ号・ライリー号
※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。



00045 1月13日 晴 良 （31中山1）第4日 第9競走 ��1，800�
く ろ ち く

黒 竹 賞
発走14時25分 （ダート・右）

3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

612 デアフルーグ 牡3鹿 56 津村 明秀西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 506＋ 81：54．3 1．8�
24 ロダルキラー 牡3栗 56 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 510＋ 21：55．15 20．7�
35 ポートロイヤル 牡3黒鹿56 武藤 雅 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 486± 0 〃 アタマ 21．0�
816 ブラックウォーリア 牡3鹿 56 石橋 脩佐藤 範夫氏 西村 真幸 浦河 酒井牧場 498＋101：55．2クビ 12．1�
48 ロークアルルージュ 牡3芦 56 戸崎 圭太尾﨑 恒男氏 手塚 貴久 洞�湖 レイクヴィラファーム B554＋121：55．41� 22．0	
611 セイカヤマノ 牡3黒鹿56 武士沢友治久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 492＋121：55．61� 44．8

815 セイウンオフロード 牡3鹿 56 丸山 元気西山 茂行氏 矢野 英一 浦河 大西ファーム 482＋101：55．91� 85．6�
510 プレステッツァ 牝3鹿 54 F．ブロンデル吉田 照哉氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 478－ 21：56．0� 34．3�

（仏）

12 ダイシンインディー 牡3栗 56 O．マーフィー 大八木信行氏 戸田 博文 新冠 佐藤牧場 522－101：56．1クビ 3．7
（英）

47 ノーベルプライズ 牡3黒鹿56 三浦 皇成平賀 久枝氏 古賀 史生 日高 中原牧場 492± 0 〃 クビ 23．1�
713 シュバルツバルト 牡3青鹿56 C．ルメール 村野 康司氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 496－ 41：56．84 12．1�
59 ネオレインボウ 牡3鹿 56 丸田 恭介西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 486－ 2 〃 ハナ 190．2�
714 ハ ツ セ 牝3鹿 54 柴田 善臣林 弘之氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 478－ 61：57．01� 280．7�
23 ペイシャリルキス 牡3鹿 56 田中 勝春北所 直人氏 高市 圭二 様似 清水スタッド 482＋ 81：57．85 73．6�
36 ラストクローザー 牡3栗 56 石川裕紀人加藤 義久氏 黒岩 陽一 新ひだか カタオカフアーム 496± 02：00．1大差 309．4�
11 ニシノイタダキ 牡3鹿 56 勝浦 正樹西山 茂行氏 中舘 英二 新冠 村上 欽哉 B476－ 22：08．2大差 159．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 90，947，900円 複勝： 109，089，700円 枠連： 37，690，600円
馬連： 178，374，700円 馬単： 84，089，500円 ワイド： 114，207，200円
3連複： 241，076，700円 3連単： 330，555，400円 計： 1，186，031，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 310円 � 300円 枠 連（2－6） 1，150円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 640円 �� 620円 �� 2，450円

3 連 複 ��� 5，440円 3 連 単 ��� 15，770円

票 数

単勝票数 計 909479 的中 � 394741（1番人気）
複勝票数 計1090897 的中 � 394295（1番人気）� 63035（6番人気）� 66704（5番人気）
枠連票数 計 376906 的中 （2－6） 25307（4番人気）
馬連票数 計1783747 的中 �� 99456（3番人気）
馬単票数 計 840895 的中 �� 35625（4番人気）
ワイド票数 計1142072 的中 �� 47236（5番人気）�� 48631（3番人気）�� 11225（25番人気）
3連複票数 計2410767 的中 ��� 33193（17番人気）
3連単票数 計3305554 的中 ��� 15190（39番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―37．1―50．1―1：02．7―1：15．2―1：28．1―1：41．1

コーナー
通過順位

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

2
4

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

デアフルーグ �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．12．2 中山1着

2016．5．2生 牡3鹿 母 パイクーニャン 母母 パ イ ア ン 2戦2勝 賞金 17，371，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラストクローザー号・ニシノイタダキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年2月

13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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 シハーブ号・タンクティーエー号
※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。

00046 1月13日 晴 良 （31中山1）第4日 第10競走 ��1，200�サンライズステークス
発走15時00分 （芝・右・外）

4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

611 カイザーメランジェ 牡4鹿 56 C．ルメール 友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 谷岡スタット 472± 01：08．0 3．2�
11 ダイトウキョウ 牡7鹿 57 田辺 裕信市川 義美氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 470＋ 61：08．42� 11．3�
714 アドマイヤナイト 牝7栗 55 津村 明秀近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 448± 01：08．5� 6．5�
510 イ オ ラ ニ �8黒鹿57 木幡 巧也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 484－ 21：08．6� 60．2�
35 レーヴムーン 牡6黒鹿57 石橋 脩ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 484＋ 6 〃 ハナ 6．7�
713 エイシンデネブ 牝4鹿 54 戸崎 圭太�栄進堂 坂口 正則 新冠 北星村田牧場 408－18 〃 クビ 11．6	
12 メイショウカズヒメ 牝5鹿 55 丸山 元気松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 504－ 21：08．7� 3．9

36 ニシオボヌール �7黒鹿57 長岡 禎仁三宅 勝俊氏 高橋 亮 浦河 中島牧場 498＋ 4 〃 ハナ 21．8�
612	 クリノハッチャン 牝8鹿 55 蛯名 正義栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 468－ 41：08．91
 175．9�
47 アイファープリティ 牝6鹿 55 柴田 大知中島 稔氏 �島 一歩 新冠 川上 悦夫 458－ 21：09．0� 72．2
815	 サダムリスペクト 牡7鹿 57 石川裕紀人大西美生子氏 中尾 秀正 新ひだか 神垣 道弘 B480± 0 〃 アタマ 74．8�
59 クラウンルシフェル 牡8栗 57 大野 拓弥�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 B498＋ 81：09．1� 188．1�
48 エメラルエナジー 牡7栗 57 井上 敏樹高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 B514＋ 41：09．42 68．4�
23 ブ ロ ワ 牝6黒鹿55 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 484± 01：09．61
 54．3�
24 フクノグローリア 牝7黒鹿55 丹内 祐次福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新冠 対馬 正 482± 01：10．77 75．8�
816� ゴルゴバローズ 牡6鹿 57 F．ブロンデル猪熊 広次氏 木村 哲也 米 Hidden

Brook Farm B536＋ 21：11．12� 14．4�
（仏）

（16頭）

売 得 金
単勝： 63，635，700円 複勝： 84，879，800円 枠連： 53，083，600円
馬連： 201，951，200円 馬単： 78，751，800円 ワイド： 113，844，900円
3連複： 267，817，600円 3連単： 326，087，700円 計： 1，190，052，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 290円 � 180円 枠 連（1－6） 620円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 2，910円

ワ イ ド �� 760円 �� 500円 �� 940円

3 連 複 ��� 3，800円 3 連 単 ��� 17，140円

票 数

単勝票数 計 636357 的中 � 156120（1番人気）
複勝票数 計 848798 的中 � 154462（2番人気）� 62002（5番人気）� 125447（3番人気）
枠連票数 計 530836 的中 （1－6） 65582（3番人気）
馬連票数 計2019512 的中 �� 79931（7番人気）
馬単票数 計 787518 的中 �� 20289（9番人気）
ワイド票数 計1138449 的中 �� 38094（8番人気）�� 60657（3番人気）�� 30005（12番人気）
3連複票数 計2678176 的中 ��� 52796（10番人気）
3連単票数 計3260877 的中 ��� 13787（46番人気）

ハロンタイム 11．7―10．0―10．8―11．6―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―21．7―32．5―44．1―55．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F35．5
3 16－3（2，14）9（6，11）（7，13）15（4，12，10）1，5，8 4 16－（3，14）（2，9）（6，11）（7，13）（15，10）（12，1）5（4，8）

勝馬の
紹 介

カイザーメランジェ �
�
父 サクラオリオン �

�
母父 サクラプレジデント デビュー 2017．10．15 新潟14着

2015．4．29生 牡4鹿 母 サクラジュレップ 母母 サクラブルース 18戦3勝 賞金 60，933，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴルゴバローズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年2月13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） 7頭 アッラサルーテ号・グランドボヌール号・ハウメア号・パラダイスガーデン号・パーリオミノル号・

ラホーヤビーチ号・ワキノヒビキ号
※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



00047 1月13日 晴 良 （31中山1）第4日 第11競走 ��1，600�ニューイヤーステークス（Ｌ）
発走15時35分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，日本馬：4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万
円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競
走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

57 ド ー ヴ ァ ー 牡6栗 56 田辺 裕信ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 506＋ 81：32．4 6．8�

712 キャプテンペリー �6栗 56 大野 拓弥千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 504＋ 61：32．93 5．7�
813 ミュゼエイリアン �7鹿 57 F．ブロンデル菊地 祐司氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 492＋12 〃 クビ 160．0�

（仏）

69 テ オ ド ー ル �6鹿 56 O．マーフィー �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 548－ 4 〃 ハナ 7．5�
（英）

610 ハーレムライン 牝4鹿 53 柴田 善臣吉田 千津氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 472－ 21：33．0� 19．6�
33 サーブルオール 牡6鹿 56 C．ルメール �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 490＋ 21：33．1� 2．3	
814 ストーミーシー 牡6栗 56 杉原 誠人�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 534± 0 〃 ハナ 32．7

22 ウインファビラス 牝6芦 54 柴田 大知�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 480＋ 2 〃 クビ 23．5�
11 ダイワリベラル 牡8黒鹿57 木幡 巧也大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B540－ 21：33．2クビ 117．6
46 ショウナンアンセム 牡6芦 57 吉田 隼人�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 488＋ 2 〃 クビ 7．8�
34 ワンスインナムーン 牝6鹿 56 戸崎 圭太諸江 幸祐氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 41：33．51	 13．1�
45 ロジチャリス 牡7栗 57 蛯名 正義久米田正明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 548－101：33．81	 87．5�
711
 ク ロ ス ケ 牡4青鹿55 三浦 皇成助川 啓一氏 水野 貴広 新冠 大狩部牧場 456－ 71：34．22� 40．0�
58 カフェリュウジン 牡9鹿 56 丸山 元気西川 恭子氏 和田 雄二 新ひだか 三石橋本牧場 544＋121：34．73 257．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 109，286，800円 複勝： 132，945，500円 枠連： 78，059，800円
馬連： 415，380，100円 馬単： 165，349，300円 ワイド： 186，634，100円
3連複： 567，405，800円 3連単： 848，937，100円 計： 2，503，998，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 230円 � 210円 � 2，580円 枠 連（5－7） 1，840円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 3，540円

ワ イ ド �� 570円 �� 16，320円 �� 11，890円

3 連 複 ��� 102，910円 3 連 単 ��� 478，220円

票 数

単勝票数 計1092868 的中 � 127106（3番人気）
複勝票数 計1329455 的中 � 165514（3番人気）� 190448（2番人気）� 10265（13番人気）
枠連票数 計 780598 的中 （5－7） 32703（8番人気）
馬連票数 計4153801 的中 �� 190583（6番人気）
馬単票数 計1653493 的中 �� 35028（14番人気）
ワイド票数 計1866341 的中 �� 92269（5番人気）�� 2811（68番人気）�� 3865（63番人気）
3連複票数 計5674058 的中 ��� 4135（154番人気）
3連単票数 計8489371 的中 ��� 1287（725番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―10．7―11．0―11．3―11．7―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．2―33．9―44．9―56．2―1：07．9―1：19．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F36．2

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

勝馬の
紹 介

ド ー ヴ ァ ー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2015．11．15 東京1着

2013．4．1生 牡6栗 母 オ ル ダ ニ ー 母母 Adonesque 22戦6勝 賞金 124，748，000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。

00048 1月13日 晴 良 （31中山1）第4日 第12競走 ��2，200�サラブレッド系4歳以上
発走16時10分 （芝・右・外）

1000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．9

良
良

68 センテリュオ 牝4鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 450－102：14．0 1．7�
33 チャロネグロ 牡5黒鹿57 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 大和田 成 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 506＋122：14．21� 4．9�

711 フリージングレイン 牡5鹿 57 O．マーフィー �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 524＋ 22：14．41� 7．4�
（英）

45 サトノオンリーワン 牡4芦 56 石川裕紀人里見 治紀氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480± 0 〃 ハナ 12．1�

710 マ ス ラ オ �5栗 57 F．ブロンデル �Gリビエール・
レーシング 金成 貴史 日高 白井牧場 440± 02：14．5� 77．1	

（仏）

56 グリントオブライト 牝6栗 55 田辺 裕信 �サンデーレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 448－ 22：14．6� 20．5

22 トラストケンシン 牡4鹿 56 戸崎 圭太菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 468± 0 〃 アタマ 11．0�
11 シャリオヴァルト �6鹿 57 大野 拓弥前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458＋ 42：15．02� 26．9�

813 キングパール 牡7黒鹿57 津村 明秀フジイ興産� 田中 博康 安平 ノーザンファーム 486± 0 〃 ハナ 47．9
（法942）

44 ラッシュアタック 牡7鹿 57 三浦 皇成 �キャロットファーム 菊川 正達 洞	湖 レイクヴィラファーム 508＋ 22：15．42� 38．4�
69 キューンハイト 牝5鹿 55 柴田 大知 �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 434＋ 22：15．5� 169．2�
57 
 フィールドシャルム 牡6鹿 57 田中 勝春岡 浩二氏 土田 稔 新冠 パカパカ

ファーム 492＋ 22：16．35 276．8�
812� ホリデーモード 牡4黒鹿56 丸山 元気下河辺隆行氏 矢野 英一 米 Shimok-

obe Farm 496＋ 42：17．57 113．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 92，091，400円 複勝： 160，486，900円 枠連： 45，372，700円
馬連： 235，730，000円 馬単： 113，558，000円 ワイド： 142，741，900円
3連複： 321，158，800円 3連単： 550，063，800円 計： 1，661，203，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 130円 � 150円 枠 連（3－6） 430円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 210円 �� 260円 �� 440円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 2，170円

票 数

単勝票数 計 920914 的中 � 425747（1番人気）
複勝票数 計1604869 的中 � 693106（1番人気）� 245462（2番人気）� 169815（3番人気）
枠連票数 計 453727 的中 （3－6） 80136（1番人気）
馬連票数 計2357300 的中 �� 398612（1番人気）
馬単票数 計1135580 的中 �� 146607（1番人気）
ワイド票数 計1427419 的中 �� 194096（1番人気）�� 138323（2番人気）�� 72486（5番人気）
3連複票数 計3211588 的中 ��� 261575（1番人気）
3連単票数 計5500638 的中 ��� 183440（1番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―13．1―12．4―12．4―12．2―11．8―11．6―11．7―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―24．8―37．9―50．3―1：02．7―1：14．9―1：26．7―1：38．3―1：50．0―2：01．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

センテリュオ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2018．2．25 阪神1着

2015．4．8生 牝4鹿 母 アドマイヤキラメキ 母母 エヴリウィスパー 7戦3勝 賞金 40，153，000円
〔制裁〕 センテリュオ号の騎手C．ルメールは，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：3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。

４レース目



（31中山1）第4日 1月13日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 181頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

226，650，000円
7，780，000円
19，510，000円
1，450，000円
25，000，000円
73，464，000円
5，462，600円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
665，502，400円
1，082，988，900円
390，613，600円
1，676，809，200円
780，356，600円
1，006，557，300円
2，304，734，700円
3，314，623，000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 11，222，185，700円

総入場人員 22，924名 （有料入場人員 20，586名）
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