
3300111月30日 晴 稍重 （1中山5） 第1日 第1競走 ��1，200�2歳未勝利
発走9時50分 （ダート・右）

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

24 マイネルワルツ 牡2栗 55
52 ▲菅原 明良 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 新冠 ビッグレッドファーム 448＋ 61：11．9 2．9�
611 スターファイター 牡2鹿 55 O．マーフィー �YGGホースクラブ 田島 俊明 新冠 川上牧場 476± 01：12．64 4．9�

（英）

47 スイスライツ 牡2鹿 55 江田 照男永田 博之氏 竹内 正洋 浦河 松栄牧場 470± 01：13．02� 37．8�
59 キョウエイリヴァル 牡2鹿 55

52 ▲大塚 海渡田中 晴夫氏 武藤 善則 日高 春木ファーム 472＋ 21：13．1クビ 9．9�
510 タイセイプルミエ 牝2鹿 54 西田雄一郎田中 成奉氏 青木 孝文 青森 諏訪牧場 470－ 21：13．31� 318．4�
713 ラ フ ァ エ ル 牡2栗 55 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 B484－ 21：13．4クビ 10．7	
48 ニシノカリウド 牡2鹿 55

54 ☆武藤 雅西山 茂行氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 470＋ 21：13．5� 10．8

35 クリスタルムーヴ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行伊東 純一氏 佐藤 吉勝 日高 メイプルファーム 434－ 2 〃 ハナ 136．6�
714 ハバチューバー 牡2栗 55 岩部 純二細川 大輔氏 浅野洋一郎 日高 白井牧場 496＋ 21：13．71 215．2�
23 ダイユウライラック 牝2青鹿54 嶋田 純次大友 靖岐氏 加藤 和宏 新ひだか 荒木 貴宏 442－ 81：13．8� 77．0
11 プ ー ラ ン 牝2青鹿 54

53 ☆野中悠太郎梶原 哲朗氏 清水 英克 新ひだか 原 弘之 480＋ 2 〃 ハナ 133．7�
12 タイムカプセル 牡2栗 55 大野 拓弥�ミルファーム 土田 稔 新ひだか 原 弘之 438＋ 41：13．9� 269．9�
815 ビーポーレン 牝2鹿 54 三浦 皇成�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 474＋ 61：14．11� 3．9�
816 ジ ョ イ 牝2栗 54 丹内 祐次西村 專次氏 古賀 史生 浦河 岡本 昌市 446－ 21：14．31 60．3�
612 ヴァンタンジェンヌ 牝2鹿 54

52 △木幡 育也村田 滋氏 柄崎 孝 浦河 成隆牧場 396＋121：14．51� 380．8�
36 リネンエントリー 牝2青鹿54 石川裕紀人戸山 光男氏 加藤 和宏 日高 前川 義則 430－ 81：14．92� 43．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，465，500円 複勝： 38，844，400円 枠連： 9，556，100円
馬連： 47，265，100円 馬単： 22，848，700円 ワイド： 37，154，300円
3連複： 69，590，400円 3連単： 83，558，300円 計： 333，282，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 140円 � 570円 枠 連（2－6） 560円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 260円 �� 1，310円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 4，260円 3 連 単 ��� 14，280円

票 数

単勝票数 計 244655 的中 � 69038（1番人気）
複勝票数 計 388444 的中 � 111209（1番人気）� 80710（2番人気）� 10013（7番人気）
枠連票数 計 95561 的中 （2－6） 13052（2番人気）
馬連票数 計 472651 的中 �� 64124（1番人気）
馬単票数 計 228487 的中 �� 18197（1番人気）
ワイド票数 計 371543 的中 �� 44390（1番人気）�� 6561（14番人気）�� 5060（15番人気）
3連複票数 計 695904 的中 ��� 12229（13番人気）
3連単票数 計 835583 的中 ��� 4242（43番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．5―12．1―12．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―34．0―46．1―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルワルツ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2019．6．15 東京12着

2017．3．6生 牡2栗 母 マイネノンノ 母母 ノ ン コ 7戦1勝 賞金 9，550，000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。
（非当選馬） 1頭 マインレッド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3300211月30日 晴 稍重 （1中山5） 第1日 第2競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時15分 （ダート・右）

牝；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

59 ヒートライトニング 牝2栗 54
53 ☆武藤 雅藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 462＋ 21：56．9 6．0�

35 ジェロボーム 牝2栗 54 三浦 皇成長谷川祐司氏 古賀 慎明 新ひだか チャンピオンズファーム 492＋ 21：57．53� 4．3�
816 クールマキシマム 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行保谷フミ子氏 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 476－ 2 〃 クビ 11．1�
11 ノーブルライラック 牝2鹿 54 吉田 豊吉木 伸彦氏 田村 康仁 浦河 ガーベラパー

クスタツド 464－ 21：57．6クビ 23．3�
36 エバンタイユドール 牝2栗 54 武士沢友治井上 久光氏 高市 圭二 日高 サンバマウン

テンファーム 500＋ 41：57．81� 10．2�
611 ネージュフォレスト 牝2栗 54 石川裕紀人落合 幸弘氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B492－ 41：58．33 16．5�
23 ペイシャバイカ 牝2栗 54

53 ☆野中悠太郎北所 直人氏 蛯名 利弘 新ひだか ニシケンフアーム 496＋ 21：58．4� 27．2	
24 アルヒミスト 牝2黒鹿54 柴田 大知 
ブルースターズファーム 蛯名 利弘 新冠 ビッグレッドファーム 418± 01：58．71� 67．1�
47 ショウナンラクトン 牝2黒鹿 54

51 ▲菅原 明良国本 哲秀氏 奥村 武 新ひだか 西村 和夫 456－ 41：58．91� 122．4�
510 シ ン ド ラ ー 牝2鹿 54 O．マーフィー 吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 484＋ 41：59．0� 2．4

（英）

612 フォンテーヌ 牝2青鹿54 丹内 祐次島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ
スティファーム 506＋ 41：59．1� 108．6�

815 セントガブリエル 牝2芦 54 柴山 雄一馬目 卓氏 菊沢 隆徳 浦河 辻 牧場 458＋ 21：59．95 56．9�
713 ダリアメイリー 牝2鹿 54

51 ▲小林 凌大 �静内白井牧場 堀井 雅広 新ひだか 桑嶋 峰雄 430－ 22：00．11 365．8�
12 ルピナスガーデン 牝2鹿 54 松岡 正海スリースターズレーシング 竹内 正洋 新ひだか 平野牧場 464＋ 82：00．41� 295．0�
714 スタニングビスタ 牝2栗 54

52 △木幡 育也岡田 牧雄氏 武藤 善則 日高 増尾牧場 448＋ 62：00．5クビ 206．5�
48 ラシックアンレーヴ 牝2青 54 藤岡 佑介西森 功氏 鈴木 伸尋 日高 日高大洋牧場 500＋ 2 〃 クビ 119．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，060，800円 複勝： 38，826，700円 枠連： 12，224，800円
馬連： 42，552，300円 馬単： 20，247，600円 ワイド： 34，553，700円
3連複： 62，653，400円 3連単： 70，427，500円 計： 305，546，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 200円 � 180円 � 260円 枠 連（3－5） 280円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 3，320円

ワ イ ド �� 530円 �� 780円 �� 870円

3 連 複 ��� 4，260円 3 連 単 ��� 22，350円

票 数

単勝票数 計 240608 的中 � 33414（3番人気）
複勝票数 計 388267 的中 � 52362（3番人気）� 59611（2番人気）� 34105（5番人気）
枠連票数 計 122248 的中 （3－5） 33439（1番人気）
馬連票数 計 425523 的中 �� 21267（5番人気）
馬単票数 計 202476 的中 �� 4569（11番人気）
ワイド票数 計 345537 的中 �� 17207（3番人気）�� 11241（9番人気）�� 9967（10番人気）
3連複票数 計 626534 的中 ��� 11028（13番人気）
3連単票数 計 704275 的中 ��� 2284（67番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．0―38．4―51．8―1：04．6―1：17．2―1：30．2―1：43．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒートライトニング �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 Old Trieste デビュー 2019．10．19 東京6着

2017．2．9生 牝2栗 母 マルターズヒート 母母 Heat Is On 3戦1勝 賞金 5，750，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ヴァイオレット号・ダイユウローズ号・トゥインクルウェイ号・ピュアファンタジー号
※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。

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１日



3300311月30日 晴 良 （1中山5） 第1日 第3競走 ��2，000�2歳未勝利
発走10時45分 （芝・右）

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
1：59．6
1：59．5

良
良

24 キングオブドラゴン 牡2黒鹿55 三浦 皇成窪田 芳郎氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 498＋ 22：02．1 2．9�
47 トーセンワンダー 牡2栗 55 吉田 豊島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 502＋ 4 〃 クビ 192．7�
35 ウインドジャマー 牡2鹿 55 W．ビュイック 多田 信尊氏 藤沢 和雄 苫小牧 藤澤 昭勝 484＋ 42：02．41� 9．6�

（英）

48 ダノングロワール 牡2栗 55 O．マーフィー �ダノックス 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 492＋ 2 〃 クビ 2．2�
（英）

510 マイネルパイオニア 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中舘 英二 浦河 ガーベラパー

クスタツド 464＋ 22：02．5� 109．4	
714 ア ル マ ス 牡2栗 55

52 ▲大塚 海渡吉田 勝己氏 木村 哲也 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 386－ 22：02．6� 283．9


12 シェーンクラート 牡2黒鹿 55
54 ☆野中悠太郎金山 敏也氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 496＋ 42：02．7� 13．2�

23 マイネルスタイル 牡2黒鹿55 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 ビッグレッドファーム 472＋ 22：02．8� 16．4�

818 ジンジャーマン 牡2栗 55 田辺 裕信是枝 浩平氏 伊藤 圭三 安平 ノーザンファーム 500＋ 62：03．01� 26．2
11 ゲンパチノーブル 牝2芦 54 木幡 巧也平野 武志氏 青木 孝文 新ひだか 前川 勝春 446＋ 4 〃 ハナ 469．8�
715 トーセンアストル 牡2鹿 55 池添 謙一島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 470± 02：03．53 40．8�
36 マーチクイーン 牝2黒鹿 54

52 △木幡 育也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 加藤士津八 日高 槇本牧場 452＋ 22：03．82 124．5�

611 ダンケシャイン 牡2黒鹿55 大野 拓弥千明牧場 斎藤 誠 日高 千明牧場 B522± 02：03．9クビ 299．4�
713 シゲルカイオウセイ 牡2芦 55 蛯名 正義森中 蕃氏 田中 清隆 浦河 ディアレスト

クラブ 524＋ 6 〃 同着 97．0�
817 ソステヌートペダル 牡2黒鹿55 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 大和田 成 千歳 社台ファーム 418＋ 4 〃 アタマ 18．1�
59 ガ ッ ツ 牡2鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 新ひだか 岡田スタツド B484＋ 22：04．53� 210．4�
816 モンテマツリ 牝2鹿 54

51 ▲菅原 明良毛利 元昭氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム B452＋ 8 〃 クビ 187．5�
612 ソルメンシス 牡2栗 55 江田 照男ディアレストクラブ� 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ 492＋ 62：05．13� 410．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 34，770，600円 複勝： 51，455，100円 枠連： 14，389，300円
馬連： 53，817，300円 馬単： 27，148，300円 ワイド： 45，787，900円
3連複： 77，460，700円 3連単： 95，500，800円 計： 400，330，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 2，320円 � 290円 枠 連（2－4） 310円

馬 連 �� 15，730円 馬 単 �� 20，520円

ワ イ ド �� 2，190円 �� 530円 �� 6，060円

3 連 複 ��� 33，690円 3 連 単 ��� 184，630円

票 数

単勝票数 計 347706 的中 � 97754（2番人気）
複勝票数 計 514551 的中 � 149237（2番人気）� 3829（12番人気）� 39399（4番人気）
枠連票数 計 143893 的中 （2－4） 35760（1番人気）
馬連票数 計 538173 的中 �� 2651（31番人気）
馬単票数 計 271483 的中 �� 992（46番人気）
ワイド票数 計 457879 的中 �� 5211（20番人気）�� 23863（3番人気）�� 1841（41番人気）
3連複票数 計 774607 的中 ��� 1724（67番人気）
3連単票数 計 955008 的中 ��� 375（360番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―12．4―12．7―12．5―12．1―12．1―11．9―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．8―36．2―48．9―1：01．4―1：13．5―1：25．6―1：37．5―1：49．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F36．5
1
3
2，4，9（7，5）17（8，12）（3，16）10（1，14，18）（11，15）13，6・（2，4）（9，17）（7，5）（3，8，12，16）（10，18）（1，14，15）11，6－13

2
4

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

勝馬の
紹 介

キングオブドラゴン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Coronado’s Quest デビュー 2019．11．9 福島2着

2017．4．2生 牡2黒鹿 母 ベガスナイト 母母 Words of War 2戦1勝 賞金 7，800，000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。

3300411月30日 晴 稍重 （1中山5） 第1日 第4競走 ��1，800�2歳未勝利
発走11時15分 （ダート・右）

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

48 エコロタイガー 牡2芦 55
52 ▲菅原 明良原村 正紀氏 岩戸 孝樹 浦河 宮内牧場 534＋ 81：56．9 3．8�

612 サンビュート 牡2栗 55 松岡 正海 �加藤ステーブル 中舘 英二 日高 株式会社
ケイズ 498＋ 41：57．43 14．5�

815 ジチュダケテソーロ 牡2鹿 55 田辺 裕信了德寺健二ホール
ディングス� 加藤士津八 日高 天羽 禮治 496＋101：57．5� 4．6�

11 ネオボーゲン 牡2鹿 55 津村 明秀西田 俊二氏 鈴木 伸尋 新ひだか 大滝 康晴 424＋ 21：57．81� 43．8�
59 コスモスーベニア 牡2栗 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 酒井 秀紀 520＋ 61：58．22� 75．6	
816 ショウナンアサヤケ 牡2鹿 55 池添 謙一国本 哲秀氏 武市 康男 日高 中原牧場 500＋ 61：58．3� 9．8

611 フ ジ コ ウ キ 牡2芦 55

54 ☆野中悠太郎荒木 誠氏 高市 圭二 新ひだか 岡田牧場 466－ 21：58．83 84．1�
714 ジオパークアポロ 牡2栗 55 田中 勝春小関 勝紀氏 田中 剛 様似 中村 俊紀 444＋ 21：58．9� 19．2�
47 ベスビアナイト 牡2鹿 55 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 514＋ 81：59．11� 6．6

（英）

12 ベアジェット 牡2栗 55 木幡 初也熊木 浩氏 杉浦 宏昭 浦河 岡本 昌市 490＋ 61：59．52� 214．8�
35 シアンフィデール 牡2鹿 55 三浦 皇成吉田 勝己氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 514＋ 61：59．82 5．4�
510 ケ ン シ 牡2鹿 55 木幡 巧也鈴木 芳夫氏 黒岩 陽一 浦河 笹島 智則 454＋ 42：00．75 165．1�
36 トミケンアラバール 牡2鹿 55

54 ☆武藤 雅冨樫 賢二氏 武井 亮 新ひだか 木下牧場 514＋ 62：00．8� 109．7�
23 イノセントグラム 牡2鹿 55 宮崎 北斗田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 日高 滝本 健二 476＋ 82：01．12 294．4�
24 セブンミラクル 牡2黒鹿55 江田 照男橋川 欣司氏 本間 忍 新ひだか タイヘイ牧場 482＋ 22：01．52� 186．6�
713 クァンタムリープ 牡2鹿 55 W．ビュイック �シルクレーシング 鹿戸 雄一 新冠 新冠橋本牧場 476＋ 42：01．82 12．8�

（英）

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，928，400円 複勝： 42，011，900円 枠連： 15，139，900円
馬連： 51，360，200円 馬単： 21，921，200円 ワイド： 41，816，900円
3連複： 70，154，100円 3連単： 77，158，700円 計： 348，491，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 260円 � 170円 枠 連（4－6） 1，470円

馬 連 �� 2，520円 馬 単 �� 3，960円

ワ イ ド �� 620円 �� 360円 �� 850円

3 連 複 ��� 3，290円 3 連 単 ��� 16，480円

票 数

単勝票数 計 289284 的中 � 63582（1番人気）
複勝票数 計 420119 的中 � 85070（1番人気）� 33138（5番人気）� 67607（2番人気）
枠連票数 計 151399 的中 （4－6） 7969（6番人気）
馬連票数 計 513602 的中 �� 15767（11番人気）
馬単票数 計 219212 的中 �� 4145（16番人気）
ワイド票数 計 418169 的中 �� 16984（5番人気）�� 31635（1番人気）�� 11954（11番人気）
3連複票数 計 701541 的中 ��� 15972（6番人気）
3連単票数 計 771587 的中 ��� 3394（35番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―37．7―50．9―1：04．1―1：17．3―1：30．6―1：43．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エコロタイガー �
�
父 スピルバーグ �

�
母父 El Prado デビュー 2019．11．9 福島3着

2017．3．19生 牡2芦 母 ミ ュ ー ジ ー 母母 Foible 2戦1勝 賞金 6，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 クリアミッション号・マイネルエピキュア号
※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。



3300511月30日 晴 良 （1中山5） 第1日 第5競走 ��
��1，200�2歳新馬

発走12時05分 （芝・右・外）
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
1：07．8
1：07．8

良
良

47 ヤマニンプレシオサ 牝2黒鹿54 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 光夫 462 ―1：10．1 8．5�
12 グランエクセレント 牡2鹿 55 黛 弘人田畑 利彦氏 石毛 善彦 浦河 高昭牧場 514 ―1：10．2� 33．5�
815 シンキングムーン 牝2鹿 54

51 ▲菅原 明良佐藤 雄司氏 武市 康男 新冠 浜口牧場 444 ―1：10．41� 12．3�
612 マッチャパフェ 牝2鹿 54

53 ☆武藤 雅保坂 和孝氏 林 徹 浦河 ヒダカフアーム 448 ― 〃 クビ 4．1�
36 ミラノジェントル 牡2栗 55

53 △木幡 育也大原 詔宏氏 大江原 哲 浦河 有限会社
大原ファーム 430 ―1：10．5クビ 24．1�

816 ランテーナモア 牝2鹿 54 三浦 皇成ディアレストクラブ� 新開 幸一 新冠 ムラカミファーム 426 ―1：10．6	 21．6	
713 ペイシャハミング 牝2栗 54 柴山 雄一北所 直人氏 石栗 龍彦 浦河 梅田牧場 438 ―1：10．81� 206．5

35 ピュアムーン 牝2鹿 54 木幡 巧也鈴木 芳夫氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 442 ― 〃 クビ 33．6�
714 コスモグラシエ 牝2芦 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 博康 新冠 石郷岡 雅樹 440 ―1：11．01� 97．9
24 デルマカーネリアン 牡2黒鹿55 伴 啓太浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 414 ―1：11．1	 104．0�
611 オメガレイスター 牝2黒鹿54 田辺 裕信�桜井牧場 上原 博之 新冠 対馬 正 410 ―1：11．31 4．5�
11 フィオナサンライズ 牝2鹿 54 O．マーフィー 吉田 勝己氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 414 ―1：11．72� 5．5�

（英）

23 サフランフラワー 牝2黒鹿54 武士沢友治海原 聖一氏 古賀 史生 平取 高橋 啓 430 ―1：11．8クビ 23．4�
48 アイファーレッド 牝2黒鹿 54

53 ☆野中悠太郎中島 稔氏 竹内 正洋 新ひだか 加野牧場 414 ―1：12．33 128．1�
59 タイダルフォース 牡2鹿 55 W．ビュイック �キャロットファーム 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 452 ―1：14．1大差 8．1�

（英）

510 テイエムカリーナ 牝2栗 54 宮崎 北斗竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高テイエム
牧場株式会社 446 ―1：14．31� 299．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，680，100円 複勝： 38，548，300円 枠連： 18，151，900円
馬連： 48，694，600円 馬単： 21，884，600円 ワイド： 36，136，200円
3連複： 66，445，200円 3連単： 72，283，000円 計： 330，823，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 290円 � 770円 � 370円 枠 連（1－4） 2，150円

馬 連 �� 6，840円 馬 単 �� 11，360円

ワ イ ド �� 2，020円 �� 1，800円 �� 5，070円

3 連 複 ��� 40，910円 3 連 単 ��� 140，490円

票 数

単勝票数 計 286801 的中 � 28376（5番人気）
複勝票数 計 385483 的中 � 38140（4番人気）� 11871（10番人気）� 27694（6番人気）
枠連票数 計 181519 的中 （1－4） 6542（9番人気）
馬連票数 計 486946 的中 �� 5512（30番人気）
馬単票数 計 218846 的中 �� 1444（48番人気）
ワイド票数 計 361362 的中 �� 4634（26番人気）�� 5215（21番人気）�� 1806（51番人気）
3連複票数 計 664452 的中 ��� 1218（127番人気）
3連単票数 計 722830 的中 ��� 373（499番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．5―11．6―11．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―34．8―46．4―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンプレシオサ �
�
父 ヴァンセンヌ �

�
母父 ホワイトマズル 初出走

2017．4．26生 牝2黒鹿 母 ヤマニンスフィアー 母母 ヤマニンドルチェ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 テイエムカリーナ号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 グルアーブ号・サンドストーム号・ノーブルブレイド号・ホトダニー号
※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。

3300611月30日 晴 稍重 （1中山5） 第1日 第6競走 ��
��1，800�2歳新馬

発走12時35分 （ダート・右）
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
1：52．7
1：50．9

良
不良

713� シアトルテソーロ 牡2鹿 55 O．マーフィー 了德寺健二ホールディングス� 栗田 徹 米 John
Cummins 490 ―1：55．8 2．3�

（英）

59 ベルウッドネイチャ 牡2鹿 55 M．デムーロ鈴木 照雄氏 伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 540 ― 〃 クビ 6．8�
36 � ミスターサンド 牡2栗 55 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 米

Hill ’n’ Dale
Equine Hold-
ings, Inc

474 ―1：56．11� 7．7�
23 ケンシンコウ 牡2鹿 55

52 ▲小林 凌大天野 克彦氏 小西 一男 新ひだか 静内山田牧場 476 ―1：57．27 81．2�
612 トミケンプリエール 牝2芦 54 吉田 豊冨樫 賢二氏 小西 一男 日高 日高大洋牧場 484 ―1：58．79 319．2�
12 ユニバーサルタイム 牡2青鹿55 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 浦河 北俣ファーム 490 ―1：59．23 69．1	
815 セレンディピア 牡2鹿 55

52 ▲菅原 明良 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 尾形 和幸 日高 日西牧場 464 ―1：59．41	 5．4


611 コ ッ ヘ ル 牡2栗 55 津村 明秀上野 直樹氏 清水 英克 浦河 ヒダカフアーム 486 ―1：59．5
 19．7�
714 ベルクハイム 牡2栗 55 三浦 皇成 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 540 ―1：59．92� 8．2
24 メルヴェイユシチー 牡2鹿 55 蛯名 正義 �友駿ホースクラブ 田中 清隆 新冠 浜口牧場 526 ―2：00．75 32．0�
35 ルートサブロク 牡2鹿 55 武士沢友治�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 480 ―2：01．12� 85．5�
816 コパノアーチャー 牡2鹿 55

53 △木幡 育也小林 照弘氏 青木 孝文 新冠 中本牧場 502 ―2：01．2� 306．6�
48 キ ー テ ー マ 牡2栗 55 柴山 雄一北前孔一郎氏 土田 稔 新冠 中本牧場 442 ―2：01．3
 119．3�
11 メイショウフガク 牡2青鹿55 大野 拓弥松本 好雄氏 和田 勇介 新ひだか フジワラフアーム 468 ―2：01．51� 43．3�
47 グラスフレイバー 牡2黒鹿55 田中 勝春尾田 信夫氏 松永 康利 浦河 丸幸小林牧場 478 ― 〃 ハナ 151．3�
510 パ レ ッ ト 牝2栗 54 池添 謙一水上 行雄氏 黒岩 陽一 浦河 笠松牧場 444 ―2：01．92� 104．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，168，400円 複勝： 41，222，500円 枠連： 15，596，900円
馬連： 51，504，100円 馬単： 23，827，300円 ワイド： 38，535，500円
3連複： 68，527，200円 3連単： 74，583，600円 計： 351，965，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 170円 � 190円 枠 連（5－7） 450円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 360円 �� 340円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ��� 5，580円

票 数

単勝票数 計 381684 的中 � 138495（1番人気）
複勝票数 計 412225 的中 � 110984（1番人気）� 55179（3番人気）� 46079（4番人気）
枠連票数 計 155969 的中 （5－7） 26793（1番人気）
馬連票数 計 515041 的中 �� 52339（2番人気）
馬単票数 計 238273 的中 �� 15482（2番人気）
ワイド票数 計 385355 的中 �� 27568（4番人気）�� 30377（2番人気）�� 17305（5番人気）
3連複票数 計 685272 的中 ��� 29822（4番人気）
3連単票数 計 745836 的中 ��� 9690（7番人気）

ハロンタイム 13．0―12．1―13．2―12．9―12．6―12．8―12．9―12．8―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．1―38．3―51．2―1：03．8―1：16．6―1：29．5―1：42．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．2
1
3

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

2
4

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

�シアトルテソーロ �
�
父 Will Take Charge �

�
母父 Southern Image 初出走

2017．3．25生 牡2鹿 母 Baylor’s Babe 母母 Ataentsic 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パレット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年12月31日まで平地競走に

出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 シンクロゲイザー号・ソルレオーネ号・ミユキアウグストス号・ラズベリードリーム号
※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。



3300711月30日 晴 稍重 （1中山5） 第1日 第7競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走13時05分 （500万円以下） （ダート・右）
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

23 メールデゾレ 牝3栗 54
53 ☆武藤 雅吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 460＋ 41：11．2 2．6�

714 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 500± 01：11．3� 4．3�
11 シアトルトウショウ 牝4青鹿55 津村 明秀トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 482＋ 2 〃 ハナ 33．2�
816 イサチルダイチ 牡3鹿 56 松岡 正海小坂 功氏 竹内 正洋 新冠 八島 夕起子 500＋ 21：11．51	 10．3�
12 トーアシオン 牡3栗 56 江田 照男高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 496＋10 〃 アタマ 9．6�
611 サンジレット 牡5栗 57 吉田 豊 �加藤ステーブル 高橋 文雅 新冠 前川 隆範 504＋ 41：11．6
 7．8	
815 ファインダッシュ 牡7黒鹿57 田中 勝春井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 B518＋12 〃 アタマ 45．8

35 � パーフェクトウェイ 牡4鹿 57

54 ▲菅原 明良堂守 貴志氏 古賀 慎明 新ひだか タイヘイ牧場 518＋ 61：11．91� 11．9�
48 ジュブリーユ 牝5芦 55 木幡 巧也岡田 牧雄氏 牧 光二 浦河 宮内牧場 B488＋ 61：12．32
 127．4�
24 コトブキハウンド 牡4鹿 57 田辺 裕信尾上 松壽氏 金成 貴史 新冠 パカパカ

ファーム 490＋ 8 〃 アタマ 16．8
59 � アースコレクション 牡6鹿 57 藤岡 佑介 �グリーンファーム尾関 知人 米

Nancy L. Terhune, Ern-
est Frohboese & The Un-
bridled’s Song Syndicate

524－ 41：12．4クビ 18．9�
36 � ケンユキノオー 牡5黒鹿 57

56 ☆野中悠太郎中西 健氏 久保田貴士 新冠 石郷岡 雅樹 448＋ 5 〃 アタマ 265．9�
612 エ ル ピ ド 牡3青鹿56 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 清水 英克 浦河 ディアレスト

クラブ 464＋10 〃 クビ 38．3�
713� リ ゼ 牝3栗 54

51 ▲大塚 海渡榊原 浩一氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 434－101：12．5
 94．6�
510 クラウンヴォルカン 牡6青 57 嘉藤 貴行矢野 恭裕氏 松永 康利 日高 クラウン日高牧場 B528＋ 81：13．13
 611．7�
47 トモジャバロンド 牡3黒鹿56 大野 拓弥吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 静内フジカワ牧場 486－ 41：14．710 72．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，342，600円 複勝： 51，095，300円 枠連： 16，386，400円
馬連： 68，111，000円 馬単： 29，685，400円 ワイド： 53，572，500円
3連複： 93，147，000円 3連単： 102，970，800円 計： 448，311，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 160円 � 570円 枠 連（2－7） 560円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，170円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 4，820円 3 連 単 ��� 15，330円

票 数

単勝票数 計 333426 的中 � 102201（1番人気）
複勝票数 計 510953 的中 � 139468（1番人気）� 86133（2番人気）� 14683（10番人気）
枠連票数 計 163864 的中 （2－7） 22381（1番人気）
馬連票数 計 681110 的中 �� 78685（1番人気）
馬単票数 計 296854 的中 �� 21104（1番人気）
ワイド票数 計 535725 的中 �� 56021（1番人気）�� 10802（16番人気）�� 9431（18番人気）
3連複票数 計 931470 的中 ��� 14474（12番人気）
3連単票数 計1029708 的中 ��� 4867（24番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．3―11．8―12．2―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．8―45．6―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メールデゾレ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．12．1 中山4着

2016．3．14生 牝3栗 母 メイルストローム 母母 マジックコード 8戦2勝 賞金 22，400，000円
〔制裁〕 サンジレット号の騎手吉田豊は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番・8番・6番）

シアトルトウショウ号の騎手津村明秀は，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50，000円。（被害馬：8番）
※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。
（非抽選馬） 2頭 グランミューク号・マイネルナイペス号

3300811月30日 晴 良 （1中山5） 第1日 第8競走 ��3，570�イルミネーションジャンプステークス
発走13時40分 （ 芝 ）
3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，J・GⅠ競走1着馬3�増，J・
GⅡ競走1着馬2�増

賞 品
本 賞 16，500，000円 6，600，000円 4，100，000円 2，500，000円 1，650，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード3：58．2良

47 コスモロブロイ 牡4青鹿60 草野 太郎岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 新冠 富本 茂喜 520＋ 64：00．3 30．3�
59 ヨ カ グ ラ �6栗 60 森 一馬 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 478－ 64：00．4� 7．0�
12 バイオンディップス 牡7黒鹿60 石神 深一丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 534＋ 64：01．03� 78．4�
713 ブライトクォーツ 牡5鹿 60 熊沢 重文 �シルクレーシング 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 476＋ 6 〃 クビ 15．1�
48 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 498－ 64：01．1� 1．9�
11 シゲルロウニンアジ 牡6鹿 60 植野 貴也森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 500－ 64：02．27 86．9	
612	 ヤマタケジャイアン �6芦 60 上野 翔山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 浦河小林牧場 478＋104：02．3クビ 264．8

815 サウスオブボーダー 牡6鹿 60 平沢 健治三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 454－ 2 〃 ハナ 72．3�
714 ハルキストン 牡4鹿 60 難波 剛健若草クラブ 浅見 秀一 浦河 藤春 修二 454－ 6 〃 アタマ 11．5�
36 メイショウタンヅツ 牡5鹿 60 佐久間寛志松本 和子氏 藤沢 則雄 浦河 丸幸小林牧場 470＋224：02．83 14．1
816 トーアディラン �6栗 60 五十嵐雄祐高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 494＋ 64：03．01
 86．0�
35 	 エアカーディナル 牡8鹿 60 小坂 忠士 �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 494－ 44：04．610 15．6�
24 ナリノレーヴドール 牡4鹿 60 金子 光希成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 460＋ 64：04．7クビ 62．1�
23 スプレーモゲレイロ �6鹿 60 高野 和馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 石栗 龍彦 新ひだか 岡田牧場 454－ 44：05．33� 289．3�
611 フ ラ ン ド ル �6鹿 60 高田 潤寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 480－ 64：05．4� 5．2�
510 レジェンドパワー �7黒鹿60 大江原 圭西村新一郎氏 中野 栄治 日高 旭 牧場 460＋22 〃 アタマ 253．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，164，700円 複勝： 39，989，400円 枠連： 20，011，300円
馬連： 59，445，000円 馬単： 30，106，900円 ワイド： 44，338，900円
3連複： 97，334，600円 3連単： 121，851，100円 計： 443，241，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，030円 複 勝 � 780円 � 270円 � 1，430円 枠 連（4－5） 950円

馬 連 �� 17，010円 馬 単 �� 40，320円

ワ イ ド �� 4，440円 �� 10，430円 �� 6，650円

3 連 複 ��� 177，610円 3 連 単 ��� 1，380，340円

票 数

単勝票数 計 301647 的中 � 7946（8番人気）
複勝票数 計 399894 的中 � 12703（8番人気）� 46298（3番人気）� 6571（12番人気）
枠連票数 計 200113 的中 （4－5） 16257（4番人気）
馬連票数 計 594450 的中 �� 2707（34番人気）
馬単票数 計 301069 的中 �� 560（71番人気）
ワイド票数 計 443389 的中 �� 2591（33番人気）�� 1092（67番人気）�� 1720（44番人気）
3連複票数 計 973346 的中 ��� 411（213番人気）
3連単票数 計1218511 的中 ��� 64（1375番人気）
上り 1マイル 1：46．5 4F 52．5－3F 40．0

コーナー
通過順位

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

�
�

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

勝馬の
紹 介

コスモロブロイ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．9．3 新潟10着

2015．3．18生 牡4青鹿 母 ヴィクトリアルイゼ 母母 ア タ ラ マ 障害：3戦2勝 賞金 27，736，000円



3300911月30日 晴 良 （1中山5） 第1日 第9競走 ��
��2，000�

は ぼ た ん

葉 牡 丹 賞
発走14時15分 （芝・右）
2歳，1勝クラス（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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．6
1：59．5

良
良

44 グランデマーレ 牡2芦 55 藤岡 佑介 �キャロットファーム 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 502＋ 21：58．9レコード 4．2�

33 エヴァーガーデン 牝2黒鹿54 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 462＋101：59．11 38．6�
56 � ダーリントンホール 牡2鹿 55 W．ビュイックゴドルフィン 木村 哲也 英 Canning

Bloodstock Ltd 524＋12 〃 クビ 2．4�
（英）

79 サ ペ ラ ヴ ィ 牡2鹿 55 石橋 脩伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン
牧場 470＋ 6 〃 アタマ 57．4�

11 コンドゥクシオン 牡2栗 55 柴山 雄一吉田 勝己氏 中舘 英二 平取 坂東牧場 504＋ 41：59．31� 27．3�
68 ディアセオリー 牡2鹿 55 大野 拓弥ディアレストクラブ	 高木 登 浦河 ディアレスト

クラブ 480＋ 61：59．4クビ 28．0

22 ローレリスト 牡2鹿 55 O．マーフィー 多田 賢司氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 460＋201：59．5	 4．4�

（英）

55 ヒシエレガンス 牡2栗 55 M．デムーロ阿部 雅英氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 488＋121：59．71� 30．7�
710 コスモスタック 牡2黒鹿55 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新ひだか 稲葉牧場 450－ 42：00．12
 58．4
67 コスモギンガ 牝2芦 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 日高 出口牧場 B450＋ 42：00．73
 95．8�
811� アジュバント 牡2鹿 55 勝浦 正樹伊達 敏明氏 上原 博之 日高 サンシャイン

牧場 454－ 82：01．55 143．0�
812 ア マ ゾ ー ヌ 牝2黒鹿54 三浦 皇成 	スリーエイチレーシング 斎藤 誠 新ひだか 山際牧場 464－ 2 〃 クビ 7．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 64，962，700円 複勝： 73，196，500円 枠連： 18，923，300円
馬連： 104，637，500円 馬単： 46，654，700円 ワイド： 68，940，400円
3連複： 137，702，800円 3連単： 186，929，900円 計： 701，947，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 160円 � 430円 � 120円 枠 連（3－4） 3，930円

馬 連 �� 4，230円 馬 単 �� 6，950円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 280円 �� 960円

3 連 複 ��� 3，210円 3 連 単 ��� 24，300円

票 数

単勝票数 計 649627 的中 � 129891（2番人気）
複勝票数 計 731965 的中 � 116407（3番人気）� 28805（7番人気）� 206371（1番人気）
枠連票数 計 189233 的中 （3－4） 3726（15番人気）
馬連票数 計1046375 的中 �� 19127（14番人気）
馬単票数 計 466547 的中 �� 5031（21番人気）
ワイド票数 計 689404 的中 �� 12580（13番人気）�� 74087（2番人気）�� 17130（10番人気）
3連複票数 計1377028 的中 ��� 32152（10番人気）
3連単票数 計1869299 的中 ��� 5577（72番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．7―35．7―47．7―59．7―1：11．2―1：22．8―1：34．4―1：46．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グランデマーレ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2019．11．10 京都1着

2017．2．7生 牡2芦 母 グランデアモーレ 母母 ヒカルアモーレ 2戦2勝 賞金 17，259，000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。

3301011月30日 晴 良 （1中山5） 第1日 第10競走 ��1，200�
か し ま

鹿 島 特 別
発走14時50分 （ダート・右）

3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；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 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

815 クインズラミントン 牡5鹿 57 W．ビュイック 亀田 和弘氏 池上 昌和 新冠 新冠橋本牧場 B482－ 21：10．5 2．9�
（英）

23 ガ ン ケ ン 牡3黒鹿56 M．デムーロ岡 浩二氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 B528＋12 〃 ハナ 3．4�
714 ナリノメジャー 牝5栗 55 田辺 裕信成塚 清志氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 41：10．92� 12．3�
11 スズカゴーディー 牡5黒鹿57 大野 拓弥永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 B482－ 41：11．0� 15．5�
816 ギ ン ゴ ー 牡6鹿 57 杉原 誠人�ミルファーム 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 B500＋101：11．1� 92．7�
35 モルゲンロート 牡6鹿 57 嘉藤 貴行武田 茂男氏 竹内 正洋 浦河 まるとみ冨岡牧場 484＋ 41：11．2� 25．8	
12 グラスボイジャー 牡3黒鹿56 木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 532＋ 21：11．3� 13．5

612 ク ー リ ュ 牝5鹿 55 横山 典弘ライオンレースホース� 石毛 善彦 日高 Shall Farm 464± 01：11．4クビ 9．1�
48 クリノレオノール 牝5鹿 55 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 日高 日西牧場 476＋201：11．72 115．6
510 カズマペッピーノ 牡5黒鹿57 田中 勝春合同会社雅苑興業 奥村 豊 新冠 つつみ牧場 514－ 81：11．8� 49．6�
713 モズベイビー 牡3青鹿56 石橋 脩 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 512＋101：11．9� 31．5�
47 アルマユディト 牝4黒鹿55 松岡 正海コウトミックレーシング 中舘 英二 新ひだか 山際牧場 488＋ 41：12．11� 110．3�
24 ウイナーズロード 牝5青鹿55 柴田 大知�宮内牧場 天間 昭一 浦河 宮内牧場 440＋ 4 〃 クビ 309．5�
59 グラスルーナ 牝4栗 55 木幡 初也半沢� 杉浦 宏昭 新ひだか タツヤファーム 484－ 41：12．2� 362．1�
36 サニーストーム 牝3青鹿54 O．マーフィー 陳 立文氏 加藤 征弘 新ひだか 土田農場 450－ 41：12．41 6．3�

（英）

611 ベアクアウフ 牡3鹿 56 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± 01：13．99 139．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 51，427，800円 複勝： 80，728，400円 枠連： 31，276，200円
馬連： 125，443，500円 馬単： 49，363，200円 ワイド： 80，870，500円
3連複： 170，461，000円 3連単： 199，363，800円 計： 788，934，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 140円 � 250円 枠 連（2－8） 670円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 280円 �� 500円 �� 730円

3 連 複 ��� 1，900円 3 連 単 ��� 7，670円

票 数

単勝票数 計 514278 的中 � 140954（1番人気）
複勝票数 計 807284 的中 � 176023（1番人気）� 164358（2番人気）� 62062（5番人気）
枠連票数 計 312762 的中 （2－8） 35873（1番人気）
馬連票数 計1254435 的中 �� 151021（1番人気）
馬単票数 計 493632 的中 �� 28108（2番人気）
ワイド票数 計 808705 的中 �� 82580（1番人気）�� 40067（4番人気）�� 25885（7番人気）
3連複票数 計1704610 的中 ��� 67062（2番人気）
3連単票数 計1993638 的中 ��� 18829（7番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．3―11．8―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．9―45．7―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クインズラミントン �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2016．6．19 東京4着

2014．4．15生 牡5鹿 母 ゾ イ ゾ イ 母母 Angel Puss 25戦3勝 賞金 53，213，000円
〔制裁〕 ガンケン号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000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。
（非当選馬） 1頭 オレノマニラ号
※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。



3301111月30日 晴 良 （1中山5） 第1日 第11競走 ��
��3，600�第53回スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス（ＧⅡ）

発走15時25分 （芝・右・内2）
3歳以上；負担重量は，3歳54�4歳以上56�，牝馬2�減，30．12．1以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬1�増，30．11．30以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2
歳時の成績を除く）

スポーツニッポン新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 62，000，000円 25，000，000円 16，000，000円 9，300，000円 6，200，000円
付 加 賞 910，000円 260，000円 130，000円 � コースレコード

中央レコード
3：41．6
3：41．6

良
良

812 モンドインテロ 牡7鹿 56 W．ビュイック �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 484－ 43：46．1 12．5�
（英）

711 ア ル バ ー ト 牡8栗 56 O．マーフィー 林 正道氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 472－ 63：46．2� 3．7�
（英）

44 エイシンクリック 牡5鹿 56 津村 明秀�栄進堂 坂口 智康 浦河 栄進牧場 478－103：46．41 86．6�
56 メイショウテンゲン 牡3芦 55 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 454－ 23：46．5	 7．2�
33 サ ン シ ロ ウ 牡5鹿 56 勝浦 正樹合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B498＋ 2 〃 ハナ 13．6	
11 オジュウチョウサン 牡8鹿 56 M．デムーロ�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 520＋ 6 〃 ハナ 6．5

22 ヴァントシルム 牡5鹿 56 田辺 裕信 �キャロットファーム 須貝 尚介 洞
湖 レイクヴィラファーム B474－ 43：46．81� 5．8�
57 � レイホーロマンス 牝6鹿 54 横山 典弘永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 422－103：47．01� 29．0�

813 ララエクラテール 牡7鹿 56 石橋 脩フジイ興産� 今野 貞一 新冠 佐藤 信広 B436＋ 63：47．1� 92．1
（法942）

68 チェスナットコート 牡5栗 56 坂井 瑠星窪田 康志氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 460－ 43：47．73	 17．6�
710� リ ッ ジ マ ン 牡6鹿 57 蛯名 正義�辻牧場 庄野 靖志 浦河 辻 牧場 442－ 63：48．02 4．2�
69 ベイビーステップ 牡5鹿 56 大野 拓弥大塚 亮一氏 菊川 正達 浦河 杵臼牧場 490± 03：48．53 65．6�
45 ネイチャーレット 牡6鹿 56 野中悠太郎井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 藤原牧場 470＋ 43：48．92	 413．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 131，649，700円 複勝： 164，577，300円 枠連： 74，108，000円
馬連： 415，152，300円 馬単： 151，571，600円 ワイド： 236，789，100円
3連複： 660，866，900円 3連単： 815，999，800円 計： 2，650，714，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，250円 複 勝 � 270円 � 180円 � 1，210円 枠 連（7－8） 800円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 6，140円

ワ イ ド �� 760円 �� 8，030円 �� 5，520円

3 連 複 ��� 39，100円 3 連 単 ��� 257，890円

票 数

単勝票数 計1316497 的中 � 84192（6番人気）
複勝票数 計1645773 的中 � 161925（4番人気）� 299318（2番人気）� 27181（12番人気）
枠連票数 計 741080 的中 （7－8） 71215（3番人気）
馬連票数 計4151523 的中 �� 151141（9番人気）
馬単票数 計1515716 的中 �� 18491（27番人気）
ワイド票数 計2367891 的中 �� 85170（6番人気）�� 7350（56番人気）�� 10738（47番人気）
3連複票数 計6608669 的中 ��� 12674（107番人気）
3連単票数 計8159998 的中 ��� 2294（635番人気）

ハロンタイム 13．5―11．7―12．9―12．4―12．3―13．0―13．4―13．9―13．7―12．3―12．6―12．2―12．0―12．1―11．7―11．5
―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．5―25．2―38．1―50．5―1：02．8―1：15．8―1：29．2―1：43．1―1：56．8―2：09．1―2：21．7―2：33．9

2，600� 2，800� 3，000� 3，200� 3，400�
―2：45．9―2：58．0―3：09．7―3：21．2―3：33．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

モンドインテロ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．1．10 中山3着

2012．2．2生 牡7鹿 母 シルクユニバーサル 母母 トロピカルサウンドⅡ 29戦8勝 賞金 258，844，000円
〔制裁〕 モンドインテロ号の騎手W．ビュイックは，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：1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。

3301211月30日 晴 良 （1中山5） 第1日 第12競走 ��
��1，200�3歳以上2勝クラス

発走16時00分 （1000万円以下） （芝・右・外）
負担重量は，3歳56�4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

11 タイセイアベニール 牡4鹿 57 W．ビュイック 田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 松本 信行 492＋ 41：07．8 4．0�
（英）

23 アイルチャーム 牝3栗 54 石橋 脩 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 448＋ 21：08．01� 18．8�

46 シンデレラメイク 牝4栗 55 津村 明秀田島 政光氏 	島 一歩 日高 モリナガファーム 498＋141：08．21� 38．7�
712 ハイヤーアプシス 牝5黒鹿55 田辺 裕信吉田 晴哉氏 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 440＋ 4 〃 クビ 18．7�
34 ビヨンジオール 牡7鹿 57 大野 拓弥林 正道氏 的場 均 新ひだか 城地 清満 512＋ 6 〃 クビ 167．9�
59 シセイタイガ 牡3青鹿56 三浦 皇成猪苗代 勇氏 高橋 文雅 新冠 パカパカ

ファーム 464＋181：08．3
 3．5	
22 スイートセント 牝3鹿 54 O．マーフィー 
シルクレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 434＋ 2 〃 クビ 2．6�

（英）

611 シゲルベンガルトラ 牡5栗 57 横山 典弘森中 蕃氏 和田 勇介 新冠 石田牧場 476± 01：08．4クビ 36．9�
58 イサチルルンルン 牝4鹿 55 松岡 正海小坂 功氏 竹内 正洋 浦河 小葉松 幸雄 B460＋ 8 〃 アタマ 40．2
47 ホウオウスクラム 牡4栗 57

56 ☆武藤 雅小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド B514＋ 8 〃 ハナ 25．1�
713 シセイヒテン 牡4青 57 柴山 雄一猪苗代 勇氏 宗像 義忠 新冠 パカパカ

ファーム 446＋ 2 〃 アタマ 11．5�
610 マリノディアナ 牝4青鹿55 勝浦 正樹和田 志保氏 水野 貴広 日高 クラウン日高牧場 448＋ 21：08．5クビ 96．7�
35 ナーゲルリング 牝3黒鹿54 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 458＋ 2 〃 ハナ 181．2�
815 タイキラトナンジュ 牡7鹿 57

54 ▲菅原 明良
大樹ファーム 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 466＋ 81：08．6
 61．4�

814 カワキタピリカ 牡6鹿 57 武士沢友治川島 吉男氏 武市 康男 新ひだか 木田牧場 B500＋ 21：09．23
 337．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 52，524，600円 複勝： 65，933，200円 枠連： 31，633，900円
馬連： 117，498，100円 馬単： 48，165，400円 ワイド： 80，543，300円
3連複： 162，520，200円 3連単： 203，467，800円 計： 762，286，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 210円 � 470円 � 580円 枠 連（1－2） 620円

馬 連 �� 4，550円 馬 単 �� 6，330円

ワ イ ド �� 1，510円 �� 1，340円 �� 5，180円

3 連 複 ��� 30，150円 3 連 単 ��� 116，510円

票 数

単勝票数 計 525246 的中 � 104638（3番人気）
複勝票数 計 659332 的中 � 99198（3番人気）� 33804（6番人気）� 26221（8番人気）
枠連票数 計 316339 的中 （1－2） 38956（2番人気）
馬連票数 計1174981 的中 �� 20002（15番人気）
馬単票数 計 481654 的中 �� 5698（19番人気）
ワイド票数 計 805433 的中 �� 13895（15番人気）�� 15718（14番人気）�� 3907（43番人気）
3連複票数 計1625202 的中 ��� 4042（81番人気）
3連単票数 計2034678 的中 ��� 1266（305番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．0―11．4―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．6―45．0―56．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F34．2
3 3，5（1，10）（2，9）6（7，12，13）8（4，15）（11，14） 4 3（1，5，10）（2，9）（6，13）（7，12）8（4，15）（11，14）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タイセイアベニール �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．6．25 函館2着

2015．4．20生 牡4鹿 母 ハロードリーム 母母 ハローサンライズ 19戦3勝 賞金 67，207，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16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。



（1中山5）第1日 11月30日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 186頭 本 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

297，700，000円
24，250，000円
2，740，000円
35，870，000円
2，000，000円
78，450，500円
5，988，200円
1，785，600円

勝馬投票券売得金
543，145，900円
726，429，000円
277，398，000円
1，185，481，000円
493，424，900円
799，039，200円
1，736，863，500円
2，104，095，100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 7，865，876，600円

総入場人員 23，296名 （有料入場人員 20，874名）
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