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00049 1月14日 晴 良 （31中山1）第5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 625，000
625，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

510 パイロジェン 牡3栗 56 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 458＋ 61：13．4 2．1�

713 アイアムハヤスギル 牡3黒鹿56 黛 弘人堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 474± 01：13．5� 3．2�
35 フィリーズラン 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也岡村 善行氏 牧 光二 新冠 新冠伊藤牧場 420－101：13．71� 4．6�
714 コスモアドム 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 490－ 21：14．44 38．7�
815 ハートハーツ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也廣崎利洋HD� 田村 康仁 平取 清水牧場 406＋ 6 〃 同着 56．4	
11 パルセイティング 牝3鹿 54 石川裕紀人岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 山下 恭茂 438＋ 4 〃 ハナ 54．9

48 アイアンゾーン 牝3芦 54 岩部 純二池上 一馬氏 南田美知雄 新ひだか 原口牧場 448± 01：14．5� 54．1�
36 アルファフレイム 牡3栗 56 伊藤 工真�貴悦 和田正一郎 新冠 松浦牧場 452－ 21：14．81� 194．8�
59 ダズリングビーチ 牝3黒鹿54 伴 啓太 �社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム B472＋241：14．9クビ 145．4
47 グ ラ ミ ス 牝3芦 54 柴田 善臣佐藤 壽男氏 尾形 和幸 新ひだか 荒木 貴宏 438＋101：15．22 235．2�
12 トレンドボブ 牝3鹿 54 F．ミナリク �ローレルレーシング 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 436－ 21：15．3クビ 20．0�

（独）

23 サウスパッキオ 牝3栗 54
53 ☆坂井 瑠星布武起会 中野 栄治 日高 木村牧場 442－ 61：15．51� 38．4�

612 カガコルヴェヤ 牝3栗 54
51 ▲山田 敬士香川 憲次氏 高市 圭二 新ひだか 飛野牧場 446＋ 4 〃 クビ 144．4�

24 エンプレスアロー 牝3栗 54
51 ▲野中悠太郎村山 忠弘氏 根本 康広 浦河 市川フアーム 420－ 21：15．92� 16．2�

816 マブシスギル 牝3鹿 54 西田雄一郎小田切有一氏 星野 忍 浦河 木村牧場 442 ―1：16．53� 157．9�
611 ラッキーファインド 牝3黒鹿 54

53 ☆藤田菜七子福田 光博氏 的場 均 浦河 グランデファーム 416－ 41：17．13� 186．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，205，300円 複勝： 52，051，300円 枠連： 16，262，300円
馬連： 68，711，800円 馬単： 36，545，100円 ワイド： 48，888，400円
3連複： 117，727，200円 3連単： 159，953，100円 計： 533，344，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連（5－7） 280円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 470円

ワ イ ド �� 140円 �� 170円 �� 220円

3 連 複 ��� 250円 3 連 単 ��� 930円

票 数

単勝票数 計 332053 的中 � 126191（1番人気）
複勝票数 計 520513 的中 � 223556（1番人気）� 117477（2番人気）� 71364（3番人気）
枠連票数 計 162623 的中 （5－7） 44733（1番人気）
馬連票数 計 687118 的中 �� 191056（1番人気）
馬単票数 計 365451 的中 �� 57400（1番人気）
ワイド票数 計 488884 的中 �� 107736（1番人気）�� 68944（2番人気）�� 46855（3番人気）
3連複票数 計1177272 的中 ��� 343281（1番人気）
3連単票数 計1599531 的中 ��� 124115（1番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．4―12．2―13．0―14．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．9―46．1―59．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．9―3F39．5
3 ・（13，5，10）－4，3－（2，7）（8，1）（12，15）14，6－（11，9）＝16 4 ・（13，5，10）＝3－4（2，7）1（12，8，15）14，6，9，11＝16

勝馬の
紹 介

パイロジェン �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ディープスカイ デビュー 2018．12．8 中山5着

2016．3．31生 牡3栗 母 ファービヨンド 母母 フ ァ ー ザ 3戦1勝 賞金 7，700，000円
〔発走状況〕 パルセイティング号は，枠内駐立不良〔突進〕。前扉が破損したため外枠から発走。
〔制裁〕 エンプレスアロー号の騎手野中悠太郎は，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：2番）
〔調教再審査〕 パルセイティング号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 アテンフェアリー号・エンジェルインメイ号・キリシマダイキチ号・クリノリトルスター号・シャンデリアムーン号・

シンボリビーノ号・タイセイハーモニー号・ブルーコーナー号・ローズドクレア号
（非抽選馬） 2頭 モリトイナセ号・ルーナセレナータ号
※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。

00050 1月14日 晴 良 （31中山1）第5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）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

714 アラゴネーゼ 牝3芦 54 C．ルメール �G1レーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 464－ 81：57．9 2．1�
816 ジューンバラード 牝3青鹿54 武士沢友治吉川 潤氏 堀井 雅広 平取 稲原牧場 418＋ 4 〃 ハナ 18．3�
23 ロジシルキー 牝3黒鹿54 O．マーフィー 久米田正明氏 大竹 正博 新冠 オリエント牧場 548＋ 6 〃 クビ 5．4�

（英）

815 トゥービーシック 牝3黒鹿54 横山 和生西森 鶴氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 428－ 61：58．22 325．5�
59 ギフトオブアート 牝3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 490－ 41：58．83� 5．2�
510 ミツカネラクリス 牝3鹿 54 横山 典弘小山田 満氏 田島 俊明 日高 槇本牧場 490＋ 61：58．9クビ 8．9	
713 フ ィ ナ ル タ 牝3青鹿 54

53 ☆木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 小西ファーム 422＋101：59．11� 163．4

36 モーンストルム 牝3鹿 54 柴田 大知 �ブルースターズファーム 高橋 祥泰 新ひだか グランド牧場 438－ 41：59．63 6．9�
35 ジェミーウェイ 牝3栗 54 田辺 裕信 �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 460＋ 21：59．7クビ 131．3�
612 クィーンズウェイ 牝3栗 54 内田 博幸飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 454－ 21：59．8� 43．8
12 ハ ル イ ロ 牝3鹿 54

53 ☆武藤 雅吉田 照哉氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 478± 02：00．22� 42．7�
48 ガビーズメモリー 牝3黒鹿 54

53 ☆坂井 瑠星長島 和彦氏 中野 栄治 日高 沖田牧場 490－ 42：01．37 42．3�
11 カトレアテソーロ 牝3鹿 54 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 和田 雄二 新ひだか 中田 英樹 470＋ 62：02．15 125．8�
47 サ ン マ リ ブ 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎加藤 信之氏 新開 幸一 新ひだか 藤沢牧場 484＋442：03．16 417．2�
611 フ ル ゴ ラ 牝3鹿 54 丸山 元気島田 久氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 440＋ 82：03．52� 162．4�
24 リ ロ ー ズ 牝3栗 54

52 △横山 武史杉浦 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 452－ 62：05．110 324．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，007，700円 複勝： 59，247，400円 枠連： 15，872，700円
馬連： 71，789，500円 馬単： 37，018，900円 ワイド： 53，980，300円
3連複： 106，343，900円 3連単： 136，420，000円 計： 520，680，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 270円 � 160円 枠 連（7－8） 1，720円

馬 連 �� 1，880円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 580円 �� 260円 �� 980円

3 連 複 ��� 2，380円 3 連 単 ��� 11，240円

票 数

単勝票数 計 400077 的中 � 147379（1番人気）
複勝票数 計 592474 的中 � 153835（1番人気）� 41621（6番人気）� 91791（3番人気）
枠連票数 計 158727 的中 （7－8） 7138（6番人気）
馬連票数 計 717895 的中 �� 29510（8番人気）
馬単票数 計 370189 的中 �� 11515（8番人気）
ワイド票数 計 539803 的中 �� 22568（8番人気）�� 60164（1番人気）�� 12661（13番人気）
3連複票数 計1063439 的中 ��� 33466（9番人気）
3連単票数 計1364200 的中 ��� 8793（31番人気）

ハロンタイム 13．2―12．0―12．8―13．0―12．7―12．9―13．4―13．6―14．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．2―38．0―51．0―1：03．7―1：16．6―1：30．0―1：43．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F54．2―3F41．3
1
3
14，9，12（6，13）（11，15）（2，16）（5，10）（4，3，7）－（1，8）・（14，9）12（6，13，15）（3，16）5－11，2，10－（4，8，7）1

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

勝馬の
紹 介

アラゴネーゼ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Petionville デビュー 2018．12．2 中山2着

2016．1．28生 牝3芦 母 アイランドファッション 母母 Danzigs Fashion 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フルゴラ号・リローズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年2月14日まで平

地競走に出走できない。
サンマリブ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年3月14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。
（非当選馬） 2頭 ニシノモエ号・ペイシャスプリング号
（非抽選馬） 1頭 ソレイケヤッコ号
※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。

第１回 中山競馬 第５日



00051 1月14日 晴 良 （31中山1）第5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）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

611 ユキノヴェルデ 牡3鹿 56 戸崎 圭太井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 502＋ 21：58．2 5．1�
815 マックスアン 牡3栗 56 田辺 裕信 TURFレーシング 大和田 成 新冠 村上 欽哉 466－ 21：58．41� 2．2�
713 ワンダーヴァレッタ 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎山口 正行氏 中野 栄治 新冠 村上牧場 448＋ 41：58．61 97．6�
816 シナリオライン 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也小田 吉男氏 岩戸 孝樹 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 502＋ 61：58．92 16．1�

12 トーセンバーボン 牡3鹿 56 菱田 裕二島川 �哉氏 柴田 政人 新ひだか 澤田 嘉隆 B458－ 21：59．0クビ 34．0�
11 キ ュ リ オ ス 牡3栗 56

54 △横山 武史中村 祐子氏 中舘 英二 新ひだか カタオカステーブル 456＋ 61：59．1� 74．0	
612 トーセンテキーラ 牡3鹿 56 三浦 皇成島川 �哉氏 本間 忍 日高 日西牧場 536－ 21：59．2クビ 3．3

35 ペイシャラトゥール 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士北所 直人氏 高市 圭二 浦河 恵比寿牧場 488＋ 2 〃 クビ 173．3�
24 テ ロ ワ ー ル 牝3鹿 54 田中 勝春小林 由明氏 奥村 武 新ひだか 西村 和夫 520＋ 21：59．3� 59．0�
510 キ ン ジ ト ー 牡3栗 56 内田 博幸山口 裕介氏 黒岩 陽一 浦河 谷川牧場 516± 01：59．72� 7．9
23 グラスプレジャー 牡3鹿 56

55 ☆木幡 初也半沢� 杉浦 宏昭 日高 メイプルファーム 458＋ 62：00．01� 94．5�
36 ブレーヴウィザード 牡3鹿 56

55 ☆坂井 瑠星ライオンレースホース� 伊藤 伸一 日高 Shall Farm 488＋ 62：00．1� 273．8�
48 ア ブ シ ン ス 牝3栗 54 嘉藤 貴行芹澤 精一氏 田中 清隆 様似 山口 幸雄 458± 02：00．31� 222．8�
59 マイネルエストック 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 日高 シンボリ牧場 490＋ 42：00．61� 89．9�
714 ハッピーアモン 牝3黒鹿54 武士沢友治平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 462＋ 42：03．0大差 80．2�
47 カ メ チ ャ ン 牝3黒鹿54 中谷 雄太内田 玄祥氏 星野 忍 千歳 社台ファーム 458＋12 （競走中止） 303．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，383，800円 複勝： 45，777，200円 枠連： 20，980，800円
馬連： 70，787，400円 馬単： 39，461，700円 ワイド： 50，137，700円
3連複： 99，533，900円 3連単： 149，184，000円 計： 512，246，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 160円 � 110円 � 800円 枠 連（6－8） 190円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 300円 �� 3，390円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 7，410円 3 連 単 ��� 34，620円

票 数

単勝票数 計 363838 的中 � 56820（3番人気）
複勝票数 計 457772 的中 � 68473（3番人気）� 155287（1番人気）� 8331（8番人気）
枠連票数 計 209808 的中 （6－8） 82884（1番人気）
馬連票数 計 707874 的中 �� 100314（2番人気）
馬単票数 計 394617 的中 �� 21571（5番人気）
ワイド票数 計 501377 的中 �� 50228（2番人気）�� 3427（25番人気）�� 7159（14番人気）
3連複票数 計 995339 的中 ��� 10061（20番人気）
3連単票数 計1491840 的中 ��� 3124（85番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―13．0―14．0―13．4―12．5―13．3―13．3―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―37．7―51．7―1：05．1―1：17．6―1：30．9―1：44．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．1―3F40．6
1
3

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

勝馬の
紹 介

ユキノヴェルデ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2018．11．24 東京3着

2016．2．17生 牡3鹿 母 ユキノレイコ 母母 ヴ ェ リ ガ 3戦1勝 賞金 7，550，000円
〔発走状況〕 ペイシャラトゥール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 カメチャン号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 カメチャン号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の14頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）10頭 アレグレユミティー号・アーバンキャット号・エスコーバタハト号・シゲルキャッツアイ号・シャイニーホワイト号・

ショウナンサジン号・シンティラ号・ティターヌ号・モリトローテローゼ号・ロネガン号
（非抽選馬） 4頭 グランエスタード号・サクラザチェンジ号・ゼルター号・ローマンウォリアー号

00052 1月14日 晴 良 （31中山1）第5日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時25分 （ダート・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

11 � マリアズハート 牝3鹿 54 大野 拓弥 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 菊沢 隆徳 米 Sally J.

Andersen 472 ―1：13．8 6．2�
59 � ベストマジック 牡3鹿 56 O．マーフィー 馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

506 ― 〃 ハナ 2．7�
（英）

35 スマートエリス 牝3栗 54 北村 宏司大川 徹氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 484 ―1：14．11� 3．5�
12 タイセイアルディ 牝3黒鹿54 丸山 元気田中 成奉氏 伊藤 大士 平取 二風谷ファーム 454 ―1：14．41� 29．6�
47 リトルエイト 牝3鹿 54 石橋 脩中村 智幸氏 木村 哲也 新ひだか ケイアイファーム 434 ― 〃 クビ 12．1�
612 レイナアブソルータ 牝3芦 54

53 ☆木幡 初也岡田 牧雄氏 天間 昭一 新ひだか 沖田 忠幸 436 ―1：15．03	 106．0	
816 クリアセーリング 牡3黒鹿56 津村 明秀水上 行雄氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 472 ―1：15．42	 11．9

815 ウシェーランケー 牡3黒鹿56 丸田 恭介瀬谷 �雄氏 上原 博之 浦河 秋場牧場 436 ―1：16．03	 42．4�
611 ペイシャエスティマ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行北所 直人氏 南田美知雄 平取 二風谷ファーム 404 ―1：16．21
 52．7
24 ル ナ ー レ ス 牝3栗 54 三浦 皇成�日東牧場 萱野 浩二 浦河 日東牧場 462 ― 〃 アタマ 9．3�
23 ニシノヴォーカル 牡3青鹿56 勝浦 正樹西山 茂行氏 田村 康仁 新ひだか 本桐牧場 418 ―1：17．37 70．1�
713� アースプレリュード 牡3鹿 56 石川裕紀人 �グリーンファーム武井 亮 米 Summer Hill

Farm LLC 498 ―1：17．72	 30．1�
48 フリータックス 牡3黒鹿56 村田 一誠松尾 正氏 藤原 辰雄 秋田 松尾 豊 454 ―1：18．23 163．1�
36 ブレーマーヒル 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎谷口 悦一氏 根本 康広 安平 吉田牧場 442 ―1：18．94 220．2�
714 ウインライジン 牡3黒鹿 56

54 △横山 武史�ウイン 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 460 ― 〃 アタマ 80．1�
510 ノ ボ ガ ン コ 牝3鹿 54 柴田 大知�LS.M 天間 昭一 日高 サンバマウン

テンファーム 470 ―1：22．8大差 86．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，628，500円 複勝： 45，733，100円 枠連： 17，673，800円
馬連： 67，874，900円 馬単： 33，101，200円 ワイド： 45，056，700円
3連複： 87，992，600円 3連単： 105，635，000円 計： 440，695，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 150円 � 120円 � 130円 枠 連（1－5） 800円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 2，580円

ワ イ ド �� 390円 �� 370円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 7，470円

票 数

単勝票数 計 376285 的中 � 48294（3番人気）
複勝票数 計 457331 的中 � 64131（3番人気）� 104257（1番人気）� 97256（2番人気）
枠連票数 計 176738 的中 （1－5） 16944（2番人気）
馬連票数 計 678749 的中 �� 50363（2番人気）
馬単票数 計 331012 的中 �� 9602（9番人気）
ワイド票数 計 450567 的中 �� 28275（3番人気）�� 30282（2番人気）�� 46312（1番人気）
3連複票数 計 879926 的中 ��� 60870（1番人気）
3連単票数 計1056350 的中 ��� 10249（9番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．7―12．7―12．6―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．5―47．2―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マリアズハート �
�
父 Shanghai Bobby �

�
母父 Maria’s Mon 初出走

2016．5．9生 牝3鹿 母 Maria’s Dance 母母 Ransom Dance 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 ノボガンコ号は，発進不良〔枠内膠着〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ノボガンコ号は，平成31年1月15日から平成31年2月13日まで出走停止。停止期間の満了後に発

走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブレーマーヒル号・ウインライジン号・ノボガンコ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成31年2月14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40頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）40頭 アイアンユウキャン号・アヴェントゥリスト号・アヴォンリー号・アンクール号・ガイヤルド号・ガウナ号・

カシノブレンド号・カッチョエペペ号・カフェノヴィーン号・キタノキセキ号・キンシロウ号・ケイトリン号・
サンウォータールー号・シェアザプレジャー号・シゲルスギライト号・シゲルトパーズ号・ジャングルキッド号・
シュガーサンダー号・スパローリズム号・スマートマルシェ号・タイガーストライプ号・タイキリヴェール号・
タイセイガニアン号・タマモジャイブ号・ダンホーキラー号・チヨビッグシー号・テイエムラビット号・ドナピコ号・
ノルニル号・バームブラック号・ヒロリリイブ号・ブラーミスト号・ブリリアントモア号・ペイシャネガノ号・
マロンクルール号・ミスアラカン号・ララケリア号・リーチザサミット号・ロジベーカ号・ワンダールウェス号

※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。



00053 1月14日 晴 良 （31中山1）第5日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走12時15分 （芝・右・外）

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

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

816 ミモザイエロー 牝3栗 54 O．マーフィー 青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 448＋ 21：34．3 9．3�
（英）

11 シングフォーユー 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 450－ 21：34．61� 1．7�
24 パルスレート 牝3鹿 54 田辺 裕信 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 458＋ 21：34．91� 9．7�
12 エンジェルカナ 牝3栗 54 柴田 大知 �ブルースターズファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 406－ 21：35．11� 60．1�
815 エヌワイパフューム 牝3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 506－ 21：35．31� 17．0	
59 ル ク リ リ 牝3栗 54

52 △横山 武史菊地 剛氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 450＋ 41：35．51� 37．0

23 クイーンズテイスト 牝3黒鹿54 横山 典弘 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 468＋ 61：35．6� 12．5�
611 ジェイドパンニャー 牝3黒鹿54 菅原 隆一福原 晃氏 小野 次郎 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 406＋141：35．81� 231．4�
714 カウムディー 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 474＋12 〃 クビ 75．0
36 エタニティマリー 牝3栗 54 丸山 元気村島 昭男氏 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド 402＋ 21：35．9クビ 106．5�
35 ピュアデボーション 牝3鹿 54 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 448＋ 41：36．32� 101．5�
47 フロラシオン 牝3栗 54 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム 426－ 41：36．62 118．4�
48 レディグレイ 牝3黒鹿54 C．ルメール �キャロットファーム 宗像 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 61：36．8� 4．8�
713 ライトアップゼア 牝3鹿 54 江田 照男岡田 牧雄氏 大江原 哲 伊達 高橋農場 446－ 41：37．01� 35．7�
612 オリアナフィオーレ 牝3栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 422＋ 2 〃 ハナ 222．1�
510 ヒ バ ナ 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 育也山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 426－ 61：37．21� 251．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 58，663，200円 複勝： 94，686，900円 枠連： 24，887，600円
馬連： 96，634，100円 馬単： 52，857，900円 ワイド： 72，670，300円
3連複： 134，362，300円 3連単： 197，808，200円 計： 732，570，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 190円 � 110円 � 190円 枠 連（1－8） 530円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 2，120円

ワ イ ド �� 340円 �� 920円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，450円 3 連 単 ��� 11，000円

票 数

単勝票数 計 586632 的中 � 50339（3番人気）
複勝票数 計 946869 的中 � 72020（4番人気）� 475835（1番人気）� 77617（3番人気）
枠連票数 計 248876 的中 （1－8） 36232（3番人気）
馬連票数 計 966341 的中 �� 118724（2番人気）
馬単票数 計 528579 的中 �� 18674（7番人気）
ワイド票数 計 726703 的中 �� 57227（3番人気）�� 17983（10番人気）�� 59415（2番人気）
3連複票数 計1343623 的中 ��� 69056（3番人気）
3連単票数 計1978082 的中 ��� 13034（29番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．2―11．6―11．9―12．1―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．3―34．5―46．1―58．0―1：10．1―1：22．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．2―3F36．3

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

勝馬の
紹 介

ミモザイエロー �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Sholokhov デビュー 2018．11．18 東京2着

2016．3．18生 牝3栗 母 ロックマイハート 母母 Rondinay 3戦1勝 賞金 8，300，000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 スースー号
※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。

00054 1月14日 晴 良 （31中山1）第5日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走12時45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
1：48．5
1：47．8

重
重

611 ダウンザライン 牡5芦 57 横山 典弘�Basic 小野 次郎 新冠 ラツキー牧場 480＋ 41：55．4 10．1�
714 アルーフクライ 牡5鹿 57 O．マーフィー �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 492＋ 61：56．03� 8．8�

（英）

47 レオアルティメット 牡4栗 56 江田 照男�レオ 牧 光二 日高 川端 正博 536－ 2 〃 クビ 3．4�
35 ディーエスバズーカ 牡4黒鹿56 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 510＋ 21：56．1	 21．1�
713 ロンギングファロー 牡4栗 56 M．デムーロ坂本 浩一氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 492＋161：56．31 5．9	
11 サ ン シ ロ ウ 牡5鹿 57 北村 宏司合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B512＋ 41：56．4� 5．1

48 レ ア バ ー ド 牡4鹿 56 田中 勝春田中 春美氏 高市 圭二 新ひだか 田中 春美 538＋121：56．72 61．3�
59 ヴァローレネロ 牡4青 56

55 ☆木幡 巧也程田 真司氏 牧 光二 日高 チャンピオン
ズファーム 440－ 41：56．8クビ 281．7�

24 コスモカンナム 牡5鹿 57 柴田 大知岡田 繁幸氏 高橋 文雅 新ひだか 木村 秀則 466＋ 6 〃 クビ 376．8
12 リフトトゥヘヴン 牡5鹿 57 C．ルメール 丸山 担氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 484＋ 41：57．22� 5．0�
23 シ ゲ ノ ブ 牡4黒鹿56 内田 博幸玉腰 勇吉氏 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 514± 01：57．41� 17．1�
816 ロードナカヤマ 牝5鹿 55

53 △横山 武史�中山牧場 高市 圭二 浦河 中山牧場 484－ 81：57．5クビ 51．8�
36 
 リュウシンローズ 牝5黒鹿 55

54 ☆藤田菜七子�浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 474＋ 81：57．71� 202．4�
612 フラッグアドミラル 牡5黒鹿 57

54 ▲野中悠太郎岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 大滝 康晴 476＋201：57．8� 41．5�
815 ブラックギムレット 牡5黒鹿 57

56 ☆坂井 瑠星黒澤 尚氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 61：57．9� 356．5�
510 クラウンクラシック 牡4芦 56 田辺 裕信矢野 恭裕氏 斎藤 誠 日高 クラウン日高牧場 482－ 41：58．21	 152．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，213，400円 複勝： 64，204，700円 枠連： 25，417，400円
馬連： 91，286，700円 馬単： 40，844，000円 ワイド： 68，249，800円
3連複： 133，511，800円 3連単： 150，843，200円 計： 620，571，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 230円 � 200円 � 150円 枠 連（6－7） 1，430円

馬 連 �� 2，860円 馬 単 �� 6，530円

ワ イ ド �� 820円 �� 590円 �� 460円

3 連 複 ��� 2，970円 3 連 単 ��� 25，210円

票 数

単勝票数 計 462134 的中 � 36486（6番人気）
複勝票数 計 642047 的中 � 61876（5番人気）� 78094（4番人気）� 131353（1番人気）
枠連票数 計 254174 的中 （6－7） 13717（6番人気）
馬連票数 計 912867 的中 �� 24709（15番人気）
馬単票数 計 408440 的中 �� 4684（30番人気）
ワイド票数 計 682498 的中 �� 20403（14番人気）�� 29752（5番人気）�� 39468（2番人気）
3連複票数 計1335118 的中 ��� 33621（6番人気）
3連単票数 計1508432 的中 ��� 4337（83番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―12．8―12．9―12．3―12．6―13．1―13．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．9―37．7―50．6―1：02．9―1：15．5―1：28．6―1：42．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダウンザライン �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 オペラハウス デビュー 2016．7．16 福島6着

2014．5．9生 牡5芦 母 シルキージュエル 母母 ルビータイガー 26戦3勝 賞金 29，500，000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） 2頭 グラスブルース号・フジマサクイーン号
（非抽選馬） 1頭 トップホライゾン号
※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。



00055 1月14日 晴 良 （31中山1）第5日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走13時15分 （芝・右・外）
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
1：06．7
1：06．5

良
良

714 ブリングイットオン 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 422－ 61：09．2 33．7�

815� ヴォイスオブジョイ 牝3鹿 54 O．マーフィー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 水野 貴広 米 Bryan
Connors 440－ 4 〃 アタマ 33．4�

（英）

36 フィルムフェスト 牝3青鹿54 C．ルメール �キャロットファーム 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 428± 0 〃 ハナ 2．5�

510 カステヘルミ 牝3黒鹿54 津村 明秀田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 船越牧場 426－ 6 〃 クビ 8．5�
59 タマモメイトウ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 484± 01：09．4� 23．4	
23 マーマレードガール 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 日高 滝本 健二 458＋ 2 〃 ハナ 49．8

713 ナーゲルリング 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 浦河 浦河小林牧場 450＋ 41：09．5	 109．9�
24 ナタラディーヴァ 牝3黒鹿54 丸山 元気加藤 裕司氏 武藤 善則 新ひだか 千代田牧場 442＋ 41：09．6	 26．9�
48 ザイツィンガー 牡3芦 56 大野 拓弥永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 432＋ 61：09．81
 35．8
35 ヴァルドワーズ 牝3栗 54 石橋 脩 �シルクレーシング 和田正一郎 洞�湖 レイクヴィラファーム 444± 0 〃 アタマ 12．9�
611 ヤマチョウヴォイス 牡3黒鹿56 石川裕紀人長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 452＋ 8 〃 クビ 32．0�
612 ナムラカメタロー 牡3黒鹿56 F．ミナリク奈村 睦弘氏 谷原 義明 新ひだか 八田ファーム 490－ 81：10．11� 8．9�

（独）

11 � ルマーカーブル 牡3鹿 56 三浦 皇成伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン
牧場 518＋ 21：10．2� 3．2�

12 タイドオブハピネス 牡3黒鹿 56
54 △横山 武史 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 21：10．3クビ 196．5�
816 テンモントム 牡3鹿 56 田辺 裕信 �スピードファーム加藤 和宏 新ひだか 小野 秀治 B454＋10 〃 ハナ 248．2�
47 サパムーカンチャイ 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 田中 清隆 千歳 社台ファーム 450＋ 61：10．51
 330．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 57，788，800円 複勝： 69，090，200円 枠連： 24，722，200円
馬連： 103，157，100円 馬単： 45，251，000円 ワイド： 74，091，300円
3連複： 141，685，000円 3連単： 168，631，400円 計： 684，417，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，370円 複 勝 � 610円 � 590円 � 160円 枠 連（7－8） 10，430円

馬 連 �� 27，830円 馬 単 �� 61，930円

ワ イ ド �� 6，300円 �� 1，800円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 33，850円 3 連 単 ��� 383，250円

票 数

単勝票数 計 577888 的中 � 13694（10番人気）
複勝票数 計 690902 的中 � 24575（10番人気）� 25276（9番人気）� 150939（1番人気）
枠連票数 計 247222 的中 （7－8） 1836（26番人気）
馬連票数 計1031571 的中 �� 2872（57番人気）
馬単票数 計 452510 的中 �� 548（120番人気）
ワイド票数 計 740913 的中 �� 2964（58番人気）�� 10682（19番人気）�� 12872（14番人気）
3連複票数 計1416850 的中 ��� 3139（99番人気）
3連単票数 計1686314 的中 ��� 319（838番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．3―11．7―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―33．8―45．5―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブリングイットオン �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2018．7．14 中京6着

2016．3．6生 牝3鹿 母 ゴーファイトウィン 母母 ライラアラウィ 8戦2勝 賞金 17，400，000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。

00056 1月14日 晴 良 （31中山1）第5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）

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

816 ノーザンクリス 牡4芦 56 F．ミナリク C．チェン氏 加藤 征弘 洞�湖 レイクヴィラファーム 518＋ 21：12．4 37．1�
（独）

48 � アストロローグ �4鹿 56
53 ▲野中悠太郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武井 亮 新ひだか 岡田牧場 492－ 2 〃 アタマ 5．8�
11 シ ス ル 牝4青 54 三浦 皇成中村 祐子氏 新開 幸一 新ひだか オギオギ牧場 500－ 21：12．61	 1．8�
713� ラ ン ボ シ �5鹿 57

56 ☆武藤 雅古川 智洋氏 中川 公成 新ひだか 松田牧場 B490－ 61：12．8
 61．6�
611 プリティマックス 牝5栗 55

53 △横山 武史丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 前谷 武志 450＋ 81：12．9	 25．2�
24 シルバーストーン 牡5芦 57 内田 博幸峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 506＋ 2 〃 ハナ 5．9	
815 ケイアイテディ 牡4栗 56 北村 宏司亀田 和弘氏 池上 昌和 新冠 隆栄牧場 B456－ 4 〃 アタマ 36．6

23 � ウエスタンボルト �6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± 0 〃 ハナ 23．0�
714 ドゥモワゼル 牝5鹿 55

54 ☆木幡 初也小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 464＋121：13．11 117．3�
59 シャイニングボルト 牡5黒鹿57 丸田 恭介�ラ・メール 勢司 和浩 浦河 辻 牧場 476－ 2 〃 クビ 192．3
12 マサノシーザー 牡6鹿 57 丹内 祐次猪野毛雅人氏 清水 英克 新ひだか 猪野毛牧場 490＋ 21：13．2	 130．4�
36 マートルリース 牝4黒鹿54 石川裕紀人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 日高 白井牧場 456＋121：13．3	 27．7�
47 エ ン パ シ ー 牡5青鹿57 蛯名 正義岡 浩二氏 中川 公成 新ひだか カタオカフアーム 486＋ 41：13．4
 24．2�
35 トウショウデュエル 牡7栗 57 O．マーフィー 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 538＋181：13．93 12．0�

（英）

612� ス テ イ タ ス �4黒鹿56 柴田 大知ニッシンレーシング 伊藤 大士 日高 チャンピオン
ズファーム 498＋101：14．21
 85．9�

510 ヤエノグラフ 牝4鹿 54
53 ☆藤田菜七子増田 和啓氏 田島 俊明 安平 ノーザンファーム 444＋10 〃 クビ 69．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，577，800円 複勝： 78，338，100円 枠連： 31，734，600円
馬連： 105，715，900円 馬単： 55，211，300円 ワイド： 77，648，100円
3連複： 150，648，000円 3連単： 218，188，900円 計： 773，062，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，710円 複 勝 � 620円 � 160円 � 110円 枠 連（4－8） 3，980円

馬 連 �� 11，950円 馬 単 �� 30，150円

ワ イ ド �� 2，540円 �� 1，480円 �� 280円

3 連 複 ��� 7，850円 3 連 単 ��� 113，230円

票 数

単勝票数 計 555778 的中 � 11973（10番人気）
複勝票数 計 783381 的中 � 17953（10番人気）� 111064（2番人気）� 289924（1番人気）
枠連票数 計 317346 的中 （4－8） 6179（12番人気）
馬連票数 計1057159 的中 �� 6856（28番人気）
馬単票数 計 552113 的中 �� 1373（65番人気）
ワイド票数 計 776481 的中 �� 7022（25番人気）�� 12288（16番人気）�� 85606（2番人気）
3連複票数 計1506480 的中 ��� 14381（22番人気）
3連単票数 計2181889 的中 ��� 1397（278番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．7―12．4―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．3―46．7―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノーザンクリス �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 メジロベイリー デビュー 2017．6．11 東京4着

2015．2．4生 牡4芦 母 メジロマリアン 母母 メジロサンドラ 11戦2勝 賞金 20，900，000円
〔発走状況〕 マサノシーザー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 グラスレガシー号・ザベストエバー号・タイセイマルス号・ポップシンガー号・ミラビリア号
（非抽選馬） 5頭 ウォーターメロン号・オレノマニラ号・タイキメサイア号・タキオンレイ号・リトルレグルス号
※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。



00057 1月14日 晴 良 （31中山1）第5日 第9競走 ��
��1，800�

は つ な ぎ

初 凪 賞
発走14時25分 （ダート・右）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

610 ベディヴィア 牡5栗 57 戸崎 圭太 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 468－ 21：54．6 19．0�
34 プレシャスリーフ 牡4栗 56 C．ルメール �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 462＋12 〃 クビ 3．3�
69 ダイワドノヴァン 牡5黒鹿57 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム B530＋ 21：54．92 7．6�
711 ジュニエーブル 牡5鹿 57 柴田 善臣柴田 洋一氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 448± 01：55．0クビ 85．7�
46 ビービーガウディ 牡5栗 57 田辺 裕信�坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 490＋ 4 〃 クビ 24．0�
814 マルヨシャバーリー 牡5栗 57 M．デムーロ野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 B488＋ 41：55．1クビ 4．0	
58 � スターライトブルー 牡5黒鹿57 福永 祐一青芝商事
 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504＋ 41：55．41	 36．8�
11 ワカミヤオウジ 牡4青 56 O．マーフィー 芳川 貴行氏 栗田 徹 新冠 スカイビーチステーブル B496－ 21：55．82
 20．4�

（英）

712 マイネルユキツバキ 牡4鹿 56 柴田 大知 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高木 登 日高 本間牧場 526＋ 41：55．9	 4．3

813 ス ク ラ ッ タ 牝6黒鹿55 藤田菜七子吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム B428＋101：56．32
 143．8�
22 マイウェイアムール 牝4青鹿54 坂井 瑠星田畑 利彦氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 478－ 41：56．4	 71．6�
45 ポルトドレーヴ �6鹿 57 津村 明秀村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B472＋ 41：56．61 38．2�
57 マサキノテソーロ 牡5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 528－ 41：58．5大差 15．3�
33 エヴィエイション 牡4青鹿56 F．ミナリクゴドルフィン 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506± 01：59．03 23．0�
（独）

（14頭）

売 得 金
単勝： 74，005，700円 複勝： 98，497，400円 枠連： 32，677，400円
馬連： 164，750，100円 馬単： 67，335，700円 ワイド： 108，131，900円
3連複： 221，482，800円 3連単： 272，306，100円 計： 1，039，187，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，900円 複 勝 � 460円 � 170円 � 200円 枠 連（3－6） 870円

馬 連 �� 4，800円 馬 単 �� 11，500円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 2，220円 �� 550円

3 連 複 ��� 12，730円 3 連 単 ��� 103，140円

票 数

単勝票数 計 740057 的中 � 31096（6番人気）
複勝票数 計 984974 的中 � 43205（8番人気）� 182535（1番人気）� 134809（4番人気）
枠連票数 計 326774 的中 （3－6） 28984（3番人気）
馬連票数 計1647501 的中 �� 26550（20番人気）
馬単票数 計 673357 的中 �� 4388（43番人気）
ワイド票数 計1081319 的中 �� 17728（18番人気）�� 11999（30番人気）�� 54111（4番人気）
3連複票数 計2214828 的中 ��� 13046（47番人気）
3連単票数 計2723061 的中 ��� 1914（344番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．8―13．2―12．6―12．6―12．7―13．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―37．1―50．3―1：02．9―1：15．5―1：28．2―1：41．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベディヴィア �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．10．30 京都7着

2014．5．12生 牡5栗 母 ペディクラリス 母母 マチカネベニザクラ 14戦3勝 賞金 33，707，000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。

00058 1月14日 晴 良 （31中山1）第5日 第10競走 ��
��1，200�ジャニュアリーステークス

発走15時00分 （ダート・右）
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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

23 ホウショウナウ 牡4栗 55 M．デムーロ芳賀美知子氏 河内 洋 日高 新井 昭二 508＋ 21：10．1 3．4�
611 ドリームドルチェ 牡7青鹿56 田辺 裕信ライオンレースホース� 根本 康広 日高 滝本 健二 516＋ 61：10．31	 121．7�
712 ワンダーリーデル 牡6鹿 56 戸崎 圭太山本 能成氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 532＋ 21：10．4
 5．5�
610 クイーンズテソーロ 牝4栗 53 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 464＋ 21：10．61� 4．2�
814 ニットウスバル 牡7鹿 57 柴田 大知�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 522－ 81：10．7クビ 65．4	
47 サイタスリーレッド 牡6鹿 58 津村 明秀西村 憲人氏 池添 兼雄 新ひだか カタオカフアーム 494＋ 61：10．8� 9．8

713 レッドゲルニカ �6鹿 57 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 552＋12 〃 ハナ 54．1�
46  オールドベイリー 牡5黒鹿57 福永 祐一ゴドルフィン 中内田充正 米 Elm Tree

Farm, LLC 472＋ 4 〃 クビ 8．8�
35 � ベ ッ ク 牡8栗 56 O．マーフィー 細川祐季子氏 牧浦 充徳 平取 稲原牧場 512± 01：11．01� 26．0

（英）

11  ベストマッチョ �6黒鹿57 F．ミナリク馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米
Fredericka V.
Caldwell &
Mitchel Skolnick

500＋261：11．31
 33．4�
（独）

58 メイショウワダイコ 牡7鹿 56 三浦 皇成松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 多田 善弘 550＋161：11．61
 139．5�
22 ナリタスターワン 牡7鹿 57 柴田 善臣�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 470＋ 61：11．7
 196．8�
815 ナンチンノン 牡8栗 58 丸山 元気加藤 誠氏 中竹 和也 米 Henrietta K.

Alexander 542＋ 41：11．91	 43．0�
59 コウエイエンブレム 牡6栗 56 C．ルメール 伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 服部 健太郎 536＋ 61：12．11� 6．1�
34 ハヤブサマカオー 牡4栗 55 石川裕紀人武田 修氏 寺島 良 新ひだか グランド牧場 458－ 61：12．84 58．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 110，621，600円 複勝： 136，994，200円 枠連： 51，564，600円
馬連： 278，142，800円 馬単： 106，545，700円 ワイド： 157，749，900円
3連複： 400，702，800円 3連単： 512，346，400円 計： 1，754，668，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 170円 � 1，590円 � 200円 枠 連（2－6） 630円

馬 連 �� 22，550円 馬 単 �� 33，670円

ワ イ ド �� 5，860円 �� 520円 �� 5，460円

3 連 複 ��� 27，220円 3 連 単 ��� 173，090円

票 数

単勝票数 計1106216 的中 � 256720（1番人気）
複勝票数 計1369942 的中 � 255174（1番人気）� 16006（13番人気）� 191528（3番人気）
枠連票数 計 515646 的中 （2－6） 63210（1番人気）
馬連票数 計2781428 的中 �� 9557（52番人気）
馬単票数 計1065457 的中 �� 2373（86番人気）
ワイド票数 計1577499 的中 �� 6600（53番人気）�� 85288（2番人気）�� 7093（51番人気）
3連複票数 計4007028 的中 ��� 11037（80番人気）
3連単票数 計5123464 的中 ��� 2146（501番人気）

ハロンタイム 11．8―10．3―10．9―12．0―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．1―33．0―45．0―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F37．1
3 ・（4，15）7，10（8，13）－（9，12）（2，6，14）（5，11）（1，3） 4 ・（4，15）（7，10）8，13（12，11）（9，6，14）（2，5，3）1

勝馬の
紹 介

ホウショウナウ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Desert King デビュー 2017．10．7 京都1着

2015．5．6生 牡4栗 母 ホウショウルビー 母母 Gaily Field 7戦5勝 賞金 75，404，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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



00059 1月14日 晴 良 （31中山1）第5日 第11競走 ��
��2，000�第59回京 成 杯（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，800万
円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

京成電鉄株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

67 ラストドラフト 牡3黒鹿56 C．ルメール �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 456＋ 22：01．2 5．1�
55 ランフォザローゼス 牡3鹿 56 O．マーフィー 窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 494＋ 62：01．41	 3．7�

（英）

22 ヒンドゥタイムズ 牡3鹿 56 中谷 雄太 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 454± 0 〃 クビ 23．6�
79 シークレットラン 牡3鹿 56 内田 博幸亀井 哲也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 500＋122：01．61	 3．3�
811 リーガルメイン 牡3鹿 56 戸崎 圭太前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444± 02：01．7クビ 21．8�
710
 ナ イ マ マ 牡3鹿 56 柴田 大知岡田 繁幸氏 河津 裕昭 日高 道見牧場 450－ 22：01．91	 27．3	

（川崎）

44 マードレヴォイス 牡3栗 56 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± 0 〃 クビ 216．4�
33 クリスタルバローズ 牡3鹿 56 北村 宏司猪熊 広次氏 奥村 武 新冠 シンユウフアーム 480＋16 〃 ハナ 164．6�
68 カフジジュピター 牡3鹿 56 坂井 瑠星加藤 守氏 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 458－ 2 〃 ハナ 63．4
11 カイザースクルーン 牡3芦 56 石川裕紀人 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496－ 42：02．11� 36．6�
56 カ テ ド ラ ル 牡3鹿 56 福永 祐一 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 486＋182：02．2� 11．0�
812 ダノンラスター 牡3鹿 56 M．デムーロ
ダノックス 堀 宣行 千歳 社台ファーム 472± 0 〃 クビ 4．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 283，175，500円 複勝： 285，703，600円 枠連： 117，545，000円
馬連： 875，611，500円 馬単： 338，843，500円 ワイド： 394，567，200円
3連複： 1，219，599，900円 3連単： 2，168，893，700円 計： 5，683，939，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 180円 � 150円 � 440円 枠 連（5－6） 670円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，690円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，670円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 5，490円 3 連 単 ��� 22，140円

票 数

単勝票数 計2831755 的中 � 441169（4番人気）
複勝票数 計2857036 的中 � 411849（4番人気）� 624438（1番人気）� 123710（7番人気）
枠連票数 計1175450 的中 （5－6） 134481（3番人気）
馬連票数 計8756115 的中 �� 735590（2番人気）
馬単票数 計3388435 的中 �� 149767（3番人気）
ワイド票数 計3945672 的中 �� 280222（3番人気）�� 56963（22番人気）�� 90002（12番人気）
3連複票数 計12195999 的中 ��� 166387（17番人気）
3連単票数 計21688937 的中 ��� 70998（65番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―12．5―12．0―12．9―13．0―11．8―11．8―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．7―36．2―48．2―1：01．1―1：14．1―1：25．9―1：37．7―1：49．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラストドラフト �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．11．25 東京1着

2016．3．11生 牡3黒鹿 母 マルセリーナ 母母 マ ル バ イ ユ 2戦2勝 賞金 45，427，000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。

00060 1月14日 晴 良 （31中山1）第5日 第12競走 ��
��1，200�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
1：06．7
1：06．5

良
良

713 クインズサリナ 牝5黒鹿55 石川裕紀人亀田 和弘氏 西村 真幸 新ひだか 佐竹 学 456＋ 21：08．2 83．5�
47 ピースユニヴァース 牡4鹿 56 田辺 裕信久米田正平氏 尾形 和幸 新冠 秋田牧場 494＋181：08．3� 7．4�
714	 デルタバローズ 牡4鹿 56 C．ルメール 猪熊 広次氏 堀 宣行 米 John C.

Oxley 512＋18 〃 アタマ 2．8�
48 ビヨンジオール 牡7鹿 57 的場 勇人林 正道氏 的場 均 新ひだか 城地 清満 522＋141：08．5� 104．6�
12 ビ リ ー バ ー 牝4黒鹿54 大野 拓弥�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 456＋ 4 〃 ハナ 4．1�
23 セイウンリリシイ 牝4鹿 54

53 ☆武藤 雅西山 茂行氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 466± 01：08．6� 16．2	
815 シンデレラメイク 牝4栗 54 菱田 裕二田島 政光氏 
島 一歩 日高 モリナガファーム 490＋101：08．7� 11．7

611 イ キ オ イ 牡7鹿 57 丹内 祐次西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 466＋ 21：08．91� 22．2�
612 ラッシュアウト �5黒鹿 57

54 ▲山田 敬士岡田 牧雄氏 栗田 徹 新冠 ラツキー牧場 448＋ 4 〃 クビ 25．4�
816	 トーセンアルバータ 牝6鹿 55 黛 弘人島川 哉氏 古賀 史生 豪

Arrowfield Pastoral Pty Ltd,
Planette Thoroughbred Trad-
ing, Belford Prod

B484＋ 21：09．0クビ 109．1�
35 ショウナンマッシブ 牡5鹿 57 内田 博幸国本 哲秀氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 482＋ 2 〃 ハナ 6．3�
510 リバティーホール 牝10鹿 55 西田雄一郎吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 460－ 41：09．21� 281．6�
11 モルフェオルフェ 牝4鹿 54

51 ▲木幡 育也並河賢一郎氏 大江原 哲 浦河 宮内牧場 436－ 21：09．3� 16．7�
59 ウインジェルベーラ 牝4栗 54 戸崎 圭太�ウイン 金成 貴史 新冠 コスモヴューファーム 486＋22 〃 アタマ 103．0�
36 ホウオウスクラム 牡4栗 56 石橋 脩小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 516＋24 〃 アタマ 44．2�
24 ソレイユフルール 牝5黒鹿55 丸田 恭介 �荻伏服部牧場 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 486＋ 61：09．93� 99．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 98，075，700円 複勝： 120，741，700円 枠連： 53，996，800円
馬連： 250，398，300円 馬単： 99，411，000円 ワイド： 161，898，900円
3連複： 362，193，900円 3連単： 498，644，500円 計： 1，645，360，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，350円 複 勝 � 1，210円 � 270円 � 170円 枠 連（4－7） 1，280円

馬 連 �� 29，180円 馬 単 �� 85，600円

ワ イ ド �� 7，970円 �� 4，150円 �� 660円

3 連 複 ��� 34，200円 3 連 単 ��� 388，310円

票 数

単勝票数 計 980757 的中 � 9395（11番人気）
複勝票数 計1207417 的中 � 19814（11番人気）� 117771（4番人気）� 228864（1番人気）
枠連票数 計 539968 的中 （4－7） 32464（4番人気）
馬連票数 計2503983 的中 �� 6650（55番人気）
馬単票数 計 994110 的中 �� 871（124番人気）
ワイド票数 計1618989 的中 �� 5024（56番人気）�� 9725（41番人気）�� 67783（5番人気）
3連複票数 計3621939 的中 ��� 7942（90番人気）
3連単票数 計4986445 的中 ��� 931（832番人気）

ハロンタイム 11．6―10．3―10．9―11．5―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―21．9―32．8―44．3―55．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クインズサリナ �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 ウォーニング デビュー 2016．6．12 阪神1着

2014．4．30生 牝5黒鹿 母 ケイアイギャラリー 母母 サラトガワールド 19戦3勝 賞金 50，935，000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。
（非抽選馬） 6頭 アリンナ号・イノバティブ号・オジョーノキセキ号・クラウンアゲン号・タイセイソニック号・タケショウメーカー号

４レース目



（31中山1）第5日 1月14日 （祝日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 185頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

255，220，000円
20，330，000円
1，580，000円
30，090，000円
74，428，500円
5，014，000円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
931，347，000円
1，151，065，800円
433，335，200円
2，244，860，100円
952，427，000円
1，313，070，500円
3，175，784，100円
4，738，854，500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 14，940，744，200円

総入場人員 22，466名 （有料入場人員 20，369名）
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