
3303712月8日 晴 稍重 （1中山5） 第4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

59 デルマサファイア 牝2青鹿 54
53 ☆菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーヒルファーム 472＋ 81：12．6 4．3�

48 ゴラッソゴール 牡2鹿 55
52 ▲菅原 明良東海林貴大氏 武市 康男 新冠 松本 信行 468＋ 61：13．23� 11．0�

35 バルドダンサー 牡2栗 55 原田 和真 �コスモヴューファーム 和田 雄二 新冠 コスモヴューファーム 456＋ 41：13．3� 3．6�
611 パ シ ス タ 牡2栗 55

53 △木幡 育也山上 和良氏 高橋 祥泰 日高 川島 正広 488－ 2 〃 ハナ 25．9�
816 デ ュ ー プ ス 牝2栗 54 武士沢友治内田 玄祥氏 星野 忍 浦河 丸村村下

ファーム 418＋ 6 〃 ハナ 18．1�
612 ア ザ レ 牝2黒鹿54 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 426± 01：13．4� 23．1

12 コウユーユメヲノセ 牡2鹿 55

52 ▲藤田菜七子加治屋貞光氏 竹内 正洋 日高 カロッテファーム 492＋10 〃 クビ 4．5�
47 グランドストローク 牡2黒鹿55 武藤 雅 �コスモヴューファーム 水野 貴広 浦河 藤春 修二 446± 01：13．5� 20．4�
23 シゲルパンドラ 牝2黒鹿54 杉原 誠人森中 蕃氏 浅野洋一郎 青森 青南ムラカミ

ファーム 468－ 21：13．71 101．6
510 トゥーヤング 牝2鹿 54

53 ☆野中悠太郎三岡 陽氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 434－ 2 〃 アタマ 24．7�
713 コスモオーブ 牡2鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 日高 増尾牧場 458－ 21：14．01� 15．5�
714 ジ ョ ウ ハ リ 牡2栗 55 勝浦 正樹林 弘之氏 田島 俊明 様似 様似共栄牧場 442－ 21：14．31� 39．9�
11 ヤマタケピースフル 牡2鹿 55 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 新ひだか 畠山牧場 B460＋ 41：14．51� 24．9�
815 シンデレラサイズ 牝2栗 54 黛 弘人佐藤 範夫氏 加藤 和宏 青森 ワールドファーム 414－ 41：14．92� 306．2�
36 アラビアンルビー 牝2栗 54 大庭 和弥田頭 勇貴氏 星野 忍 日高 門別牧場 416± 01：16．07 388．1�
24 ハップウトウゲ 牡2鹿 55 菅原 隆一諸岡 慶氏 石毛 善彦 日高 北田 剛 502± 01：17．8大差 359．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，127，400円 複勝： 37，115，500円 枠連： 11，617，000円
馬連： 53，828，800円 馬単： 25，134，600円 ワイド： 43，938，900円
3連複： 82，926，900円 3連単： 89，508，400円 計： 371，197，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 140円 � 230円 � 120円 枠 連（4－5） 1，440円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 3，330円

ワ イ ド �� 530円 �� 250円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，670円 3 連 単 ��� 10，090円

票 数

単勝票数 計 271274 的中 � 52121（2番人気）
複勝票数 計 371155 的中 � 75880（2番人気）� 29456（4番人気）� 93452（1番人気）
枠連票数 計 116170 的中 （4－5） 6251（5番人気）
馬連票数 計 538288 的中 �� 21366（5番人気）
馬単票数 計 251346 的中 �� 5657（8番人気）
ワイド票数 計 439389 的中 �� 19816（4番人気）�� 49950（1番人気）�� 19494（5番人気）
3連複票数 計 829269 的中 ��� 37232（2番人気）
3連単票数 計 895084 的中 ��� 6427（13番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．4―12．5―12．7―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．9―46．4―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デルマサファイア �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2019．9．14 中山3着

2017．4．29生 牝2青鹿 母 デルマキャッツアイ 母母 ガールインスタイル 3戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハップウトウゲ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月8日まで平地競走

に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 エリンクロノス号・キャストロペトラ号

3303812月8日 晴 稍重 （1中山5） 第4日 第2競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10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

12 モ ル タ ル 牡2芦 55 M．デムーロ阿部 友弘氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 480＋ 41：56．3 2．0�
714 アイアムイチリュウ 牡2黒鹿55 横山 典弘堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 502± 01：57．04 4．1�
36 サニートーク 牡2芦 55 柴田 善臣陳 立文氏 稲垣 幸雄 新ひだか

有限会社 三石
軽種馬共同育成
センター 472－ 21：57．21� 16．4�

24 レイニーウェイ 牡2鹿 55 大野 拓弥鈴木 邦英氏 田島 俊明 浦河 横山 浩司 448＋ 21：57．3� 50．0�
816 ドラゴンウォリアー 牡2鹿 55 木幡 巧也田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 小倉 光博 508＋181：57．61� 36．5�
815 マイネルイリャルギ 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ヒカル牧場 480± 01：57．91� 32．8	
612 クリノテルチャン 牝2栗 54 横山 和生栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 山田牧場 482± 0 〃 ハナ 193．3

47 フォーハンズプレイ 牡2黒鹿 55

52 ▲菅原 明良松嶋 良治氏 武井 亮 むかわ 上水牧場 B450± 01：58．0� 80．9�
23 セイショウパイロ 牡2黒鹿55 吉田 豊岩崎 暉男氏 本間 忍 新冠 村田牧場 462－ 4 〃 アタマ 217．2�
611 クロカドッグ 牡2鹿 55

54 ☆野中悠太郎ヒダカファーム竹内 正洋 日高 槇本牧場 502＋ 41：58．1クビ 71．6�
713 シゲルミカヅキ 牡2鹿 55 三浦 皇成森中 蕃氏 伊藤 圭三 浦河 中神牧場 448－ 41：58．31� 6．0�
59 フィエールボス 牡2芦 55 内田 博幸友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 元道牧場 478＋ 21：58．51� 109．3�
11 フームスムート 牡2黒鹿55 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ 500－ 41：59．13� 15．4�
35 ユ ラ 牝2黒鹿 54

53 ☆菊沢 一樹宮崎 金造氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 458－ 61：59．63 406．6�
510 トーセンシグナル 牡2栗 55 岩部 純二島川 �哉氏 萱野 浩二 日高 有限会社 エ

スティファーム B504＋101：59．91� 31．7�
48 アルヘンルーラー 牝2鹿 54 丹内 祐次菅原 広隆氏 南田美知雄 浦河 有限会社

松田牧場 426＋ 22：00．11� 578．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，446，100円 複勝： 53，040，100円 枠連： 14，492，400円
馬連： 52，513，400円 馬単： 28，774，200円 ワイド： 44，379，300円
3連複： 74，459，700円 3連単： 98，744，900円 計： 399，850，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 130円 � 250円 枠 連（1－7） 180円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 200円 �� 460円 �� 750円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 4，560円

票 数

単勝票数 計 334461 的中 � 139126（1番人気）
複勝票数 計 530401 的中 � 246579（1番人気）� 82628（2番人気）� 26700（5番人気）
枠連票数 計 144924 的中 （1－7） 59459（1番人気）
馬連票数 計 525134 的中 �� 104362（1番人気）
馬単票数 計 287742 的中 �� 38346（1番人気）
ワイド票数 計 443793 的中 �� 68680（1番人気）�� 22484（5番人気）�� 12961（9番人気）
3連複票数 計 744597 的中 ��� 34873（4番人気）
3連単票数 計 987449 的中 ��� 15677（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―37．0―50．1―1：02．9―1：15．8―1：29．2―1：42．9

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

モ ル タ ル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．8．18 札幌11着

2017．3．4生 牡2芦 母 グローバルピース 母母 エミネントガール 3戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ピュアファンタジー号
（非抽選馬） 2頭 ケイティランボー号・ネイチャーローズ号

第５回 中山競馬 第４日
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



3303912月8日 晴 稍重 （1中山5） 第4日 第3競走 ��
��1，200�2歳未勝利

発走10時45分 （芝・右・外）
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
1：07．8
1：07．8

良
良

12 エレガンテレイナ 牝2鹿 54 大野 拓弥 �グリーンファーム高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 432＋101：09．3 6．1�
11 シアープレジャー 牝2鹿 54

51 ▲大塚 海渡岡田 牧雄氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 418＋ 6 〃 ハナ 98．4�
713 テンジュイン 牝2鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 日高 新井 昭二 426＋ 21：09．62 8．3�
48 スズノヤマト 牡2鹿 55 三浦 皇成小紫 嘉之氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 466＋ 81：09．7� 21．0�
59 ユールファーナ 牝2黒鹿54 丸山 元気 �キャロットファーム 和田 勇介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422－10 〃 クビ 9．4	
35 フローラルドレス 牝2鹿 54 勝浦 正樹髙橋 正雄氏 伊藤 大士 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 B428－ 21：09．8クビ 34．2

24 チートコード 牡2鹿 55 黛 弘人�明栄商事 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 514＋ 6 〃 クビ 4．8�
36 ミツカネショコラ 牝2黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子小山田 満氏 清水 英克 平取 川向高橋育
成牧場 402＋ 21：10．01� 20．5�

714 キットサクラサク 牡2栗 55
52 ▲菅原 明良塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 462＋ 21：10．1� 13．7

816 ネバーランド 牡2鹿 55 木幡 巧也田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 高昭牧場 428＋ 4 〃 アタマ 12．7�
23 ロマンスピネル 牝2鹿 54 柴田 善臣菅 實氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 440＋ 81：10．84 68．7�
612 ネオストーリー 牡2青鹿55 M．デムーロ藤澤眞佐子氏 林 徹 新冠 スカイビーチステーブル 452＋ 21：11．01 4．0�
47 ワ レ モ コ ウ 牝2青 54 柴田 大知 �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 B474＋ 6 〃 クビ 241．8�
611 レディインレッド 牝2鹿 54 横山 和生窪田 康志氏 杉浦 宏昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 400＋ 21：11．1� 506．2�
510 エスケイムーン 	2鹿 55 武士沢友治伊藤 輔則氏 林 徹 浦河 まるとみ冨岡牧場 438－ 8 〃 クビ 334．5�
815 イエローポピー 牝2黒鹿54 武藤 雅野村 茂雄氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 414－121：11．2� 29．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，893，200円 複勝： 51，897，500円 枠連： 15，166，100円
馬連： 65，444，800円 馬単： 27，230，800円 ワイド： 50，686，800円
3連複： 93，838，400円 3連単： 95，536，500円 計： 433，694，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 220円 � 1，580円 � 240円 枠 連（1－1） 22，430円

馬 連 �� 25，980円 馬 単 �� 40，360円

ワ イ ド �� 4，320円 �� 560円 �� 4，920円

3 連 複 ��� 59，840円 3 連 単 ��� 412，280円

票 数

単勝票数 計 338932 的中 � 46420（3番人気）
複勝票数 計 518975 的中 � 68544（3番人気）� 6773（12番人気）� 61883（4番人気）
枠連票数 計 151661 的中 （1－1） 524（32番人気）
馬連票数 計 654448 的中 �� 1952（55番人気）
馬単票数 計 272308 的中 �� 506（102番人気）
ワイド票数 計 506868 的中 �� 2894（51番人気）�� 25259（3番人気）�� 2537（52番人気）
3連複票数 計 938384 的中 ��� 1176（152番人気）
3連単票数 計 955365 的中 ��� 168（943番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．2―11．3―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．1―45．4―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エレガンテレイナ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Cozzene デビュー 2019．9．28 中山5着

2017．5．10生 牝2鹿 母 ガ ヴ ィ オ ラ 母母 Forest Key 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔制裁〕 スズノヤマト号の騎手三浦皇成は，4コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）

エレガンテレイナ号の騎手大野拓弥は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ヴァンデリオン号

3304012月8日 晴 稍重 （1中山5） 第4日 第4競走 ��
��2，000�2歳未勝利

発走11時15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
1：58．9
1：58．9

良
良

818 ク ロ ス セ ル 牝2鹿 54 丸山 元気�G1レーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 524＋162：02．1 7．4�
612 スペースシップ 牡2芦 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 国枝 栄 平取 北島牧場 484± 0 〃 クビ 8．2�
35 ウインアルカンナ 牝2黒鹿54 原田 和真�ウイン 武市 康男 新冠 コスモヴューファーム 448＋ 22：02．31� 88．6�
611 ス レ プ ト ン 牡2鹿 55 石橋 脩 �社台レースホース大和田 成 安平 追分ファーム 440－ 62：02．4� 4．1�
59 ホウオウトラスト 牡2鹿 55 津村 明秀小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 22：03．03� 118．7	
23 コスモレペティール 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 432＋ 2 〃 ハナ 46．2

510	 ショウナンバトラー 牡2鹿 55

53 △木幡 育也国本 哲秀氏 奥村 武 愛 Fairway Thor-
oughbreds 498± 02：03．1
 13．0�

36 トーセンアーリー 牡2黒鹿 55
54 ☆野中悠太郎島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 516＋ 22：03．31� 13．3
12 フルールエトワール 牝2芦 54 三浦 皇成髙松 悟氏 上原 博之 日高 いとう牧場 490± 0 〃 クビ 4．4�
713 スカイインパラ 牡2鹿 55 木幡 巧也小島 俊治氏 栗田 徹 浦河 辻 牧場 B520＋102：03．4
 377．5�
817 フォギーデイ 牝2青鹿54 武藤 雅岡田 隆寛氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 448－ 22：03．6
 163．2�
816	 トーヨースターオー 牡2栗 55 吉田 豊中嶋 宏氏 土田 稔 米 Chiyoda

Farm Co. Ltd 536± 02：03．81� 5．6�
47 ラシカルガイブ 牝2栗 54 柴山 雄一 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新ひだか 木田牧場 438± 0 〃 アタマ 194．7�
714 トリッキーカフェ 牡2鹿 55 大野 拓弥西川 恭子氏 和田 勇介 浦河 三嶋牧場 454± 02：04．22� 49．7�
715 プラトフエルテ 牝2芦 54

51 ▲菅原 明良 �ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 金石牧場 434± 02：04．3クビ 312．4�
11 コスモスピリット 牡2黒鹿55 嘉藤 貴行岡田 繁幸氏 中野 栄治 浦河 ディアレスト

クラブ 416＋ 8 〃 ハナ 419．0�
24 サンコディー 牡2鹿 55 横山 和生 �加藤ステーブル 杉浦 宏昭 伊達 高橋農場 524＋142：04．51� 95．6�
48 アドマイヤグルス 牡2鹿 55 M．デムーロ近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 506－ 4 （競走中止） 22．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 35，847，700円 複勝： 52，087，200円 枠連： 18，150，400円
馬連： 63，422，300円 馬単： 26，812，900円 ワイド： 48，607，900円
3連複： 84，960，400円 3連単： 90，162，600円 計： 420，051，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 320円 � 270円 � 1，520円 枠 連（6－8） 390円

馬 連 �� 2，690円 馬 単 �� 5，190円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 7，980円 �� 7，820円

3 連 複 ��� 62，470円 3 連 単 ��� 232，620円

票 数

単勝票数 計 358477 的中 � 40725（4番人気）
複勝票数 計 520872 的中 � 44045（5番人気）� 56572（4番人気）� 7629（11番人気）
枠連票数 計 181504 的中 （6－8） 35250（1番人気）
馬連票数 計 634223 的中 �� 18239（12番人気）
馬単票数 計 268129 的中 �� 3871（22番人気）
ワイド票数 計 486079 的中 �� 10875（17番人気）�� 1543（55番人気）�� 1574（53番人気）
3連複票数 計 849604 的中 ��� 1020（134番人気）
3連単票数 計 901626 的中 ��� 281（573番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．2―12．5―12．8―12．4―12．3―11．8―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．9―36．1―48．6―1：01．4―1：13．8―1：26．1―1：37．9―1：49．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．0
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ク ロ ス セ ル �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．8．4 新潟6着

2017．2．6生 牝2鹿 母 トップセラー 母母 プロモーション 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走中止〕 アドマイヤグルス号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため4コーナーで競走中止。
〔制裁〕 ウインアルカンナ号の騎手原田和真は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



3304112月8日 晴 良 （1中山5） 第4日 第5競走 ��
��1，600�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
1：33．4
1：32．3

良
良

59 インターミッション 牝2黒鹿54 石川裕紀人�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 416 ―1：37．1 2．3�
24 ランナウェイ 牡2黒鹿55 北村 宏司 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 新冠 アサヒ牧場 464 ―1：37．31� 4．2�
48 コスモブルーノーズ 牡2芦 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 新冠 ムラカミファーム 406 ―1：37．51� 16．3�
815 メイリバティ 牝2鹿 54 古川 吉洋千明牧場 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 432 ―1：37．71� 19．5�
47 ショシカンテツ 牡2黒鹿55 津村 明秀國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム 504 ―1：37．8� 33．2	
612 ガルナッチャ 牝2栗 54 横山 和生チームユッキレーシング 高市 圭二 日高 広富牧場 440 ― 〃 クビ 40．1

23 ロブソンテソーロ 牡2栗 55 丸山 元気了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 千代田牧場 468 ―1：37．9� 40．6�
12 ア ク ニ デ ィ 牝2鹿 54

52 △木幡 育也 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 364 ―1：38．0	 9．5�
713 フェアリーグルーヴ 牝2鹿 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 430 ― 〃 アタマ 19．8
714 ド ル レ ア ン 牡2黒鹿55 石橋 脩 �シルクレーシング 池上 昌和 安平 有限会社 ノー

ザンレーシング 472 ―1：38．1クビ 14．0�
611 サトノバシリス 牝2黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子 �サトミホースカンパニー 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 436 ―1：38．31� 23．5�
35 セルフィーバイブス 牝2黒鹿54 柴山 雄一飯田 正剛氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 436 ― 〃 クビ 48．9�
816 ビ エ ー ン 牝2栗 54 木幡 巧也小林 由明氏 小野 次郎 平取 清水牧場 460 ― 〃 ハナ 166．4�
36 マサノルビー 牝2黒鹿54 田中 勝春猪野毛雅人氏 稲垣 幸雄 新ひだか 猪野毛牧場 426 ―1：38．51 215．3�
11 バ ロ ネ 牝2鹿 54 柴田 善臣島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 406 ―1：38．6	 43．6�
510 タ ツ シ デ ン 牝2黒鹿54 吉田 豊鈴木 髙幸氏 古賀 史生 新ひだか ニッコウファーム 484 ― （競走中止） 53．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，140，100円 複勝： 41，058，800円 枠連： 16，715，100円
馬連： 57，507，100円 馬単： 28，143，600円 ワイド： 44，907，500円
3連複： 81，836，400円 3連単： 89，465，200円 計： 398，773，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 150円 � 260円 枠 連（2－5） 520円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 270円 �� 650円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 2，760円 3 連 単 ��� 9，030円

票 数

単勝票数 計 391401 的中 � 137046（1番人気）
複勝票数 計 410588 的中 � 117454（1番人気）� 72330（2番人気）� 28123（5番人気）
枠連票数 計 167151 的中 （2－5） 24517（1番人気）
馬連票数 計 575071 的中 �� 76292（1番人気）
馬単票数 計 281436 的中 �� 21328（1番人気）
ワイド票数 計 449075 的中 �� 49317（1番人気）�� 16852（4番人気）�� 9209（10番人気）
3連複票数 計 818364 的中 ��� 22186（3番人気）
3連単票数 計 894652 的中 ��� 7182（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―25．0―37．4―49．8―1：01．8―1：13．7―1：25．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．3

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

勝馬の
紹 介

インターミッション �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2017．1．19生 牝2黒鹿 母 レ イ カ ー ラ 母母 カーラパワー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 タツシデン号は，競走中に異常歩様となったため向正面で競走中止。
〔制裁〕 ビエーン号の調教師小野次郎は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
〔調教再審査〕 タツシデン号は，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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ヴィンクーロ号・チャロアイト号・ヒューマンコメディ号・ローズパルファン号

3304212月8日 晴 良 （1中山5） 第4日 第6競走 ��1，800�2歳新馬
発走12時35分 （ダート・右）

牝；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

56 ミュアウッズ 牝2鹿 54 石橋 脩吉田 勝己氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 586 ―1：56．6 2．2�
69 ルコントブルー 牝2黒鹿54 北村 宏司 �シルクレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 540 ―1：57．23� 17．1�
710 セイウンヒロイン 牝2黒鹿54 大野 拓弥西山 茂行氏 奥平 雅士 洞�湖 レイクヴィラファーム 508 ―1：58．05 5．3�
44 ソフィスティケイト 牝2鹿 54 丸山 元気阿部 善武氏 大和田 成 新冠 森 牧場 442 ―1：59．38 14．0�
68 カ リ カ ン テ 牝2青鹿54 津村 明秀吉田 和美氏 加藤士津八 安平 ノーザンファーム 476 ―1：59．72� 24．4�
812 カフェレヨン 牝2黒鹿 54

52 △木幡 育也西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 508 ―1：59．91� 29．1	
33 ラズベリードリーム 牝2黒鹿54 石川裕紀人 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 浦河 辻 牧場 498 ―2：00．0クビ 18．2�
22 トップブランド 牝2黒鹿54 三浦 皇成 
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 492 ― 〃 ハナ 6．5�
711 シャランドール 牝2青鹿 54

51 ▲菅原 明良湊 義明氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 458 ―2：00．1� 12．8
57 トーホウカッフェ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行東豊物産
 田中 清隆 千歳 社台ファーム 508 ―2：01．710 142．6�
11 シゲルニクス 牝2栗 54

51 ▲大塚 海渡森中 蕃氏 和田 雄二 新冠 松浦牧場 420 ―2：02．12 126．3�
45 ツ バ キ ヒ メ 牝2鹿 54 江田 照男平本 敏夫氏 大江原 哲 新ひだか 武 牧場 486 ―2：02．84 46．4�
813 レディーフラッシュ 牝2鹿 54 古川 吉洋小林 博雄氏 古賀 史生 熊本 ストームファーム

コーポレーション 472 ―2：04．8大差 44．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 37，591，100円 複勝： 38，864，700円 枠連： 13，000，900円
馬連： 54，167，900円 馬単： 26，464，400円 ワイド： 39，260，600円
3連複： 71，070，400円 3連単： 88，707，800円 計： 369，127，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 310円 � 140円 枠 連（5－6） 720円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 590円 �� 270円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 2，370円 3 連 単 ��� 8，700円

票 数

単勝票数 計 375911 的中 � 142226（1番人気）
複勝票数 計 388647 的中 � 93777（1番人気）� 21493（7番人気）� 83262（2番人気）
枠連票数 計 130009 的中 （5－6） 13924（2番人気）
馬連票数 計 541679 的中 �� 26420（6番人気）
馬単票数 計 264644 的中 �� 11012（4番人気）
ワイド票数 計 392606 的中 �� 16386（5番人気）�� 41677（1番人気）�� 8069（17番人気）
3連複票数 計 710704 的中 ��� 22471（6番人気）
3連単票数 計 887078 的中 ��� 7390（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―37．3―51．2―1：04．3―1：17．3―1：30．6―1：43．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミュアウッズ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Stormy Atlantic 初出走

2017．1．29生 牝2鹿 母 カリフォルニアネクター 母母 Absolute Nectar 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ツバキヒメ号・レディーフラッシュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年1月

8日まで平地競走に出走できない。



3304312月8日 晴 良 （1中山5） 第4日 第7競走 ��
��1，800�2歳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，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：52．7
1：50．9

良
不良

713 ヤ ウ ガ ウ 牡2鹿 55 横山 典弘 �Gリビエール・
レーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B480＋241：54．3 22．4�

36 フルデプスリーダー 牡2鹿 55 M．デムーロ小田 吉男氏 斎藤 誠 新冠 村田牧場 476＋ 21：54．4� 12．7�
35 ショウナンマリオ 牡2黒鹿55 津村 明秀�湘南 加藤士津八 浦河 高昭牧場 472＋ 41：54．61� 7．9�
59 コバルトウィング 牡2芦 55 三浦 皇成 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 516＋18 〃 クビ 6．8�
510 キタノオクトパス 牡2鹿 55

52 ▲菅原 明良北所 直人氏 高木 登 新ひだか 見上牧場 542± 0 〃 ハナ 20．7	
816 ロンゴノット 牡2青 55 石橋 脩ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488＋ 81：54．7クビ 1．7

611 ジ ャ ッ ジ 牡2鹿 55 北村 宏司田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか 元茂牧場 480－ 2 〃 クビ 138．1�
23 ニシノレオニダス 牡2黒鹿55 大野 拓弥西山 茂行氏 中舘 英二 新冠 村上 欽哉 508＋ 41：55．01	 42．7�
815 ラブリーエンジェル 牝2栗 54 武士沢友治長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 432－ 41：55．53 73．4
47 コスモインペリウム 牡2鹿 55 柴田 大知岡田 繁幸氏 和田 雄二 えりも 能登 浩 508－ 61：55．6クビ 53．8�
12 
 アルファウェーブ 牡2栗 55

53 △木幡 育也吉田 勝己氏 藤沢 和雄 愛 Athassel House
Stud Ltd 518－ 8 〃 クビ 41．2�

48 バ カ ラ 牡2栗 55 丸山 元気杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 小泉牧場 542＋ 61：55．8	 21．2�
24 カ イ ア ワ セ 牝2栗 54 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 星野 忍 日高 オリオンファーム 442－ 21：56．11	 212．5�
714 マイネルアストリア 牡2鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 480－ 61：56．2� 215．2�
11 タイアンキチジツ 牝2芦 54 内田 博幸戸賀 智子氏 中舘 英二 平取 清水牧場 488＋ 61：56．62� 123．8�
612 トーセンタイミング 牡2鹿 55 横山 和生島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 464＋ 41：56．7� 509．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 56，989，700円 複勝： 84，088，700円 枠連： 22，882，500円
馬連： 82，580，900円 馬単： 45，746，200円 ワイド： 69，083，400円
3連複： 116，241，500円 3連単： 163，894，800円 計： 641，507，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，240円 複 勝 � 630円 � 340円 � 260円 枠 連（3－7） 1，890円

馬 連 �� 7，400円 馬 単 �� 21，120円

ワ イ ド �� 2，160円 �� 1，430円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 13，520円 3 連 単 ��� 132，610円

票 数

単勝票数 計 569897 的中 � 21568（7番人気）
複勝票数 計 840887 的中 � 31115（7番人気）� 64916（4番人気）� 94377（3番人気）
枠連票数 計 228825 的中 （3－7） 9363（7番人気）
馬連票数 計 825809 的中 �� 8645（22番人気）
馬単票数 計 457462 的中 �� 1624（50番人気）
ワイド票数 計 690834 的中 �� 8055（22番人気）�� 12406（14番人気）�� 18156（9番人気）
3連複票数 計1162415 的中 ��� 6446（40番人気）
3連単票数 計1638948 的中 ��� 896（321番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―13．2―13．3―12．5―12．4―12．8―12．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―37．6―50．9―1：03．4―1：15．8―1：28．6―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヤ ウ ガ ウ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Tiznow デビュー 2019．7．28 札幌2着

2017．4．27生 牡2鹿 母 テ ス テ ィ コ 母母 Last Crown 3戦2勝 賞金 15，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 キョウエイゴー号・ケイツーキナ号

3304412月8日 晴 良 （1中山5） 第4日 第8競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時35分 （ダート・右）（500万円以下）

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

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

12 � レ ヴ ァ ン テ 牡4栗 57 横山 典弘寺田 寿男氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482± 01：12．0 3．3�

11 � フ ロ イ デ �4栗 57
55 △木幡 育也岡田 壮史氏 本間 忍 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B498＋101：12．1� 71．2�
816 ナムラアイアイサー 牡3栗 56

53 ▲菅原 明良奈村 睦弘氏 武市 康男 浦河 中島牧場 470＋ 41：12．31 3．7�
24 ア マ デ ウ ス 牡3黒鹿56 武藤 雅中西 純穂氏 久保田貴士 平取 川向高橋育

成牧場 B464＋ 8 〃 クビ 6．3�
713� シルヴェーヌ 牝4鹿 55 江田 照男西田 順彦氏 伊藤 伸一 新冠 飯島 功典 462－ 21：12．4クビ 21．9�
714 エンパイアシュアー 牡3鹿 56

53 ▲大塚 海渡�ターフ・スポート和田 雄二 浦河 荻伏服部牧場 478＋ 81：12．5	 69．4	
47 ケイアイマリブ 牡4鹿 57 内田 博幸亀田 和弘氏 和田正一郎 新冠 新冠橋本牧場 496＋20 〃 クビ 8．0

35 ブランオラージュ �5芦 57 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 田村 康仁 新ひだか 増本牧場 438± 01：12．6� 10．4�
48 � プリンセスヨウク 牝5鹿 55 黛 弘人ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 B444± 01：12．7	 19．5
36 ゴ ム マ リ 牝4黒鹿55 岩部 純二田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 坂東ファーム 490＋141：12．8クビ 195．0�
612 マイネルナイペス 牡3鹿 56 柴田 大知 �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 B462＋ 41：12．9	 90．2�
815 トモジャスティス 牡4黒鹿57 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 千葉 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 512± 01：13．0クビ 27．7�
23 � ラブヘネシー 牝4栗 55 嶋田 純次増田 陽一氏 星野 忍 新冠 武田 修一 452＋12 〃 アタマ 335．2�
59 ステイホット 牝3栗 54 三浦 皇成小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 470＋ 41：13．31� 9．8�
510 アテンフェアリー 牝3黒鹿54 北村 宏司齊藤 直信氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 462± 0 〃 アタマ 42．3�
611 テ ン キ セ キ 牝6鹿 55 木幡 巧也天白 泰司氏 牧 光二 新ひだか 千代田牧場 B490＋ 81：13．4	 253．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，178，300円 複勝： 60，074，600円 枠連： 21，750，800円
馬連： 97，731，700円 馬単： 38，129，700円 ワイド： 63，819，300円
3連複： 128，944，700円 3連単： 144，000，800円 計： 593，629，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 170円 � 1，170円 � 190円 枠 連（1－1） 12，050円

馬 連 �� 16，270円 馬 単 �� 18，800円

ワ イ ド �� 4，440円 �� 410円 �� 7，300円

3 連 複 ��� 26，050円 3 連 単 ��� 170，030円

票 数

単勝票数 計 391783 的中 � 93945（1番人気）
複勝票数 計 600746 的中 � 112754（1番人気）� 9430（13番人気）� 89815（3番人気）
枠連票数 計 217508 的中 （1－1） 1398（27番人気）
馬連票数 計 977317 的中 �� 4655（40番人気）
馬単票数 計 381297 的中 �� 1521（60番人気）
ワイド票数 計 638193 的中 �� 3472（45番人気）�� 45376（1番人気）�� 2100（56番人気）
3連複票数 計1289447 的中 ��� 3712（83番人気）
3連単票数 計1440008 的中 ��� 614（493番人気）

ハロンタイム 12．0―11．1―11．6―12．3―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．1―34．7―47．0―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�レ ヴ ァ ン テ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Singspiel

2015．2．12生 牡4栗 母 ミセススノー 母母 Shining Vale 10戦1勝 賞金 13，250，000円
初出走 JRA



3304512月8日 晴 良 （1中山5） 第4日 第9競走 ��
��1，800�チ バ テ レ 杯

発走14時05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

チバテレ杯（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

612 フィードバック 牡3黒鹿56 横山 典弘 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 492± 01：53．1 2．3�
36 カ ナ シ バ リ 牝3鹿 54 江田 照男由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 504＋ 21：53．63 14．0�
510 スピアザゴールド �6鹿 57 大野 拓弥 �キャロットファーム 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 41：53．7	 11．7�
35 セイヴァリアント 牡3黒鹿56 吉田 豊金田 成基氏 中川 公成 日高 本間牧場 496＋ 61：53．8クビ 6．1�
48 ブリッツェンシチー 牡3鹿 56 北村 宏司 �友駿ホースクラブ 古賀 慎明 浦河 桑田牧場 530－ 61：53．9
 12．2	
611 ダイワドノヴァン 牡5黒鹿57 内田 博幸大城 敬三氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム B536＋14 〃 ハナ 28．9

11 インザバブル 牡6鹿 57 木幡 巧也�G1レーシング 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510＋161：54．0
 63．1�
815 セイウンオフロード 牡3鹿 56 津村 明秀西山 茂行氏 矢野 英一 浦河 大西ファーム B478＋ 21：54．1	 26．1�
47 � ツブラナヒトミ 牡4栗 57 古川 吉洋加藤 誠氏 中竹 和也 米 Fred W.

Hertrich III 496＋121：54．41	 57．1
23 オーケストラ 牡4鹿 57 柴山 雄一原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム B498＋12 〃 アタマ 7．8�
24  プライムコード 牡5栗 57 野中悠太郎�ターフ・スポート小西 一男 新冠 村田牧場 492＋ 21：54．5
 195．3�
714 フーズサイド 牡3黒鹿56 矢野 貴之西森 功氏 堀井 雅広 新ひだか 友田牧場 478＋ 21：54．6クビ 29．6�

（大井）

12 データヴァリュー 牡5鹿 57 石橋 脩 �社台レースホース中舘 英二 安平 追分ファーム 486＋ 41：54．7	 17．9�
816 トミケンエンデレア 牡4鹿 57 武藤 雅冨樫 賢二氏 水野 貴広 日高 下河辺牧場 504＋ 21：54．91
 33．6�
59 ゴールドブラッド 牡5栗 57 田中 勝春居城 寿与氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム 492－ 61：55．0
 16．4�
713 クアトレフォイル 牡4鹿 57 石川裕紀人大塚 亮一氏 稲垣 幸雄 浦河 有限会社

松田牧場 B494＋ 41：55．21 156．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 43，095，000円 複勝： 62，420，100円 枠連： 29，867，000円
馬連： 109，800，300円 馬単： 44，237，500円 ワイド： 74，009，000円
3連複： 155，691，100円 3連単： 175，247，100円 計： 694，367，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 310円 � 340円 枠 連（3－6） 420円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 560円 �� 660円 �� 2，270円

3 連 複 ��� 5，090円 3 連 単 ��� 17，180円

票 数

単勝票数 計 430950 的中 � 146448（1番人気）
複勝票数 計 624201 的中 � 155087（1番人気）� 43841（5番人気）� 39339（6番人気）
枠連票数 計 298670 的中 （3－6） 53843（1番人気）
馬連票数 計1098003 的中 �� 65545（3番人気）
馬単票数 計 442375 的中 �� 16435（3番人気）
ワイド票数 計 740090 的中 �� 35384（3番人気）�� 29578（4番人気）�� 7844（28番人気）
3連複票数 計1556911 的中 ��� 22937（9番人気）
3連単票数 計1752471 的中 ��� 7392（21番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―13．2―13．7―12．7―11．8―12．3―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―37．3―51．0―1：03．7―1：15．5―1：27．8―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フィードバック �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2019．2．3 東京1着

2016．5．12生 牡3黒鹿 母 エンドレスビジネス 母母 ベンチャービジネス 5戦3勝 賞金 34，106，000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 マイネルストラトス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3304612月8日 晴 良 （1中山5） 第4日 第10競走 ��
��1，800�

じょうそう

常総ステークス
発走14時40分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下）；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

11 シャドウディーヴァ 牝3黒鹿54 三浦 皇成 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 474± 01：47．7 5．7�
55 プレシャスブルー 牡5鹿 57 石川裕紀人石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 446＋16 〃 クビ 48．4�
77 サトノエルドール 牡3鹿 56 横山 典弘 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 追分ファーム 470＋ 61：47．91� 2．2�
810	 ナ イ マ マ 牡3鹿 56 柴田 大知岡田 繁幸氏 武藤 善則 日高 道見牧場 478＋ 41：48．21
 10．1�
33 ウインガナドル 牡5黒鹿57 津村 明秀�ウイン 上原 博之 新冠 新冠橋本牧場 470－ 2 〃 クビ 10．4�
44 コスモカレンドゥラ 牡3栗 56 武藤 雅 	ビッグレッドファーム 田中 博康 新冠 ビッグレッドファーム 456＋ 81：48．3クビ 8．3

89 ハナズレジェンド 牡6栗 57 川島 信二広尾レース� 矢作 芳人 浦河 カナイシスタッド 458± 01：48．4� 7．2�
22 アドマイヤスコール 牡3鹿 56 M．デムーロ近藤 利一氏 加藤 征弘 洞�湖 レイクヴィラファーム 484－ 41：48．72 7．5�
78 オ ハ ナ 牝4青鹿55 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム B438＋101：49．33� 43．0
66 オウケンブラック 牡8鹿 57 北村 宏司福井 明氏 田中 剛 洞�湖 レイクヴィラファーム B482＋ 21：49．62 226．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 60，533，300円 複勝： 83，644，500円 枠連： 20，074，600円
馬連： 122，893，200円 馬単： 62，148，700円 ワイド： 76，514，800円
3連複： 152，741，800円 3連単： 272，895，300円 計： 851，446，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 170円 � 700円 � 120円 枠 連（1－5） 15，010円

馬 連 �� 16，440円 馬 単 �� 29，400円

ワ イ ド �� 3，950円 �� 320円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 7，930円 3 連 単 ��� 85，020円

票 数

単勝票数 計 605333 的中 � 83721（2番人気）
複勝票数 計 836445 的中 � 123036（2番人気）� 18119（9番人気）� 273988（1番人気）
枠連票数 計 200746 的中 （1－5） 1036（24番人気）
馬連票数 計1228932 的中 �� 5793（27番人気）
馬単票数 計 621487 的中 �� 1585（52番人気）
ワイド票数 計 765148 的中 �� 4521（28番人気）�� 69770（2番人気）�� 11948（23番人気）
3連複票数 計1527418 的中 ��� 14435（33番人気）
3連単票数 計2728953 的中 ��� 2327（248番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―36．2―48．1―1：00．1―1：12．3―1：24．3―1：35．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シャドウディーヴァ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Dansili デビュー 2018．10．7 東京2着

2016．2．29生 牝3黒鹿 母 ダイヤモンドディーバ 母母 Vivianna 11戦2勝 賞金 72，423，000円
※出走取消馬 ペルソナリテ号（疾病〔創傷性右角膜炎〕のため）



3304712月8日 晴 良 （1中山5） 第4日 第11競走 ��
��1，200�第12回カペラステークス（ＧⅢ）

発走15時20分 （ダート・右）
3歳以上；負担重量は，3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，30．12．8以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）1着馬3�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2�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�
増，30．12．7以前の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（ただし2歳時の成績を除く）

地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

47 � コパノキッキング 	4黒鹿58 藤田菜七子小林 祥晃氏 村山 明 米 Reiley
McDonald 484－ 11：09．3 3．4�

612 テーオージーニアス 牡4鹿 56 丸山 元気小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 504－ 21：09．72
 5．5�
714 シ ュ ウ ジ 牡6鹿 57 三浦 皇成安原 浩司氏 須貝 尚介 日高 浜本牧場 502± 0 〃 ハナ 30．6�
510 レッドアネラ 牝4鹿 54 内田 博幸 �東京ホースレーシング 加藤 征弘 平取 坂東牧場 494－ 21：09．91 23．3�
24 ゴールドクイーン 牝4栗 55 古川 吉洋加藤 充彦氏 坂口 智康 浦河 浦河土肥牧場 454± 0 〃 クビ 2．3�
815 ヒロシゲゴールド 牡4青鹿56 津村 明秀	ウエストヒルズ 北出 成人 新ひだか 斉藤 正男 470－121：10．0
 9．0

713 タ テ ヤ マ 牡5栗 56 大野 拓弥小島 將之氏 渡辺 薫彦 日高 山田 政宏 466± 01：10．1
 33．1�
11 ド リ ュ ウ 牡4栗 56 M．デムーロ	ミルファーム 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 452＋ 41：10．2
 16．3�
23 ヒ ザ ク リ ゲ 牝4栗 54 石橋 脩手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 日高 出口牧場 438－ 71：10．3
 66．2
59 オウケンビリーヴ 牝6芦 54 横山 典弘福井 明氏 和田 勇介 安平 ノーザンファーム 486－ 8 〃 ハナ 59．5�
36 � ダノングッド 牡7栗 56 矢野 貴之�ダノックス 宗形 竹見 浦河 三嶋牧場 B520－10 〃 アタマ 256．3�

（大井） （大井）

611� ハニージェイド 牝5黒鹿54 柴山 雄一吉田 和子氏 �島 一歩 米
John P Hicks, William D
Hart, Dr. Jerry Bilinski
& John Murdza

466－ 6 〃 クビ 67．9�
35 ハングリーベン 牡5鹿 56 野中悠太郎石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 樋渡 志尚 B446＋ 41：10．4クビ 122．3�
816� オールドベイリー 	5黒鹿56 武藤 雅ゴドルフィン 中内田充正 米 Elm Tree

Farm, LLC 462－ 61：10．93 132．3�
12 ビップライブリー 牡6栗 56 北村 宏司鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 464－ 6 〃 アタマ 192．0�
48 シャインヴィットゥ 牡5芦 56 田中 勝春皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 500－ 21：11．32
 237．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 149，073，000円 複勝： 171，501，800円 枠連： 81，888，500円
馬連： 450，568，800円 馬単： 195，796，700円 ワイド： 256，009，000円
3連複： 765，300，600円 3連単： 1，102，956，800円 計： 3，173，095，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 190円 � 460円 枠 連（4－6） 1，070円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，560円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 6，640円 3 連 単 ��� 24，080円

票 数

単勝票数 計1490730 的中 � 350190（2番人気）
複勝票数 計1715018 的中 � 345619（2番人気）� 247077（3番人気）� 72005（7番人気）
枠連票数 計 818885 的中 （4－6） 58910（3番人気）
馬連票数 計4505688 的中 �� 384176（3番人気）
馬単票数 計1957967 的中 �� 94285（4番人気）
ワイド票数 計2560090 的中 �� 170711（3番人気）�� 40330（17番人気）�� 34229（18番人気）
3連複票数 計7653006 的中 ��� 86354（19番人気）
3連単票数 計11029568 的中 ��� 33198（65番人気）

ハロンタイム 11．7―10．2―11．0―11．6―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―21．9―32．9―44．5―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�コパノキッキング �
�
父 Spring At Last �

�
母父 Gold Halo デビュー 2018．2．4 京都1着

2015．3．7生 	4黒鹿 母 Celadon 母母 Chalna 11戦8勝 賞金 195，939，000円
［他本会外：4戦1勝］

※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 ニットウスバル号・ブラックジョー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3304812月8日 晴 良 （1中山5） 第4日 第12競走 ��
��1，600�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
1：30．3
1：30．3

良
良

12 トゥザフロンティア 牡4鹿 57 三浦 皇成 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 518＋ 41：34．3 6．0�
23 インテンスライト 牡3鹿 56

55 ☆菊沢 一樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 新冠 カミイスタット 496＋101：34．4� 4．0�
35 コスモヨハネ 牡7栗 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 平取 北島牧場 494± 0 〃 クビ 35．6�
11 ラストプリマドンナ 牝4鹿 55 石川裕紀人 �シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 450＋ 2 〃 クビ 58．4�
36 レッドイリーゼ 牝4青鹿55 津村 明秀 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 458＋101：34．5� 20．1	
510 テンワールドレイナ 牝4栗 55 丸山 元気天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 476＋ 61：34．71	 18．1

714 ルプリュフォール 牡3鹿 56 横山 典弘名古屋友豊� 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 506＋ 81：34．8クビ 5．2�
59 ユ ナ カ イ ト 牝3栗 54 北村 宏司 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 476－ 2 〃 クビ 3．3�
24 
 エ ミ ー リ オ 牡5鹿 57 江田 照男加藤 誠氏 田中 剛 日高 日高大洋牧場 496－ 81：35．01 134．2
48 ミモザイエロー 牝3栗 54 石橋 脩青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 456－ 2 〃 クビ 36．7�
815 アイスフィヨルド 牡4芦 57 内田 博幸佐々木雄二氏 武藤 善則 浦河 浦河小林牧場 458＋ 6 〃 アタマ 40．5�
713 クインズサン 牡6青 57

56 ☆野中悠太郎亀田 和弘氏 和田正一郎 浦河 日進牧場 472＋121：35．1� 15．6�
612 ア シ ェ ッ ト 牝4鹿 55 吉田 豊加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 452＋ 61：35．2� 114．0�
47 スズカヴァンガード �8栗 57 古川 吉洋永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 492－ 81：35．41	 292．8�
816 ロードプレミアム 牡6黒鹿 57

54 ▲菅原 明良 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 新ひだか ケイアイファーム 500± 01：35．61 44．2�
611 ロジスカーレット 牡4鹿 57 M．デムーロ久米田正明氏 国枝 栄 洞�湖 レイクヴィラファーム 438＋ 61：35．92 21．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 76，406，200円 複勝： 112，386，300円 枠連： 41，523，100円
馬連： 169，948，600円 馬単： 63，990，800円 ワイド： 120，916，800円
3連複： 248，136，400円 3連単： 302，683，500円 計： 1，135，991，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 220円 � 170円 � 600円 枠 連（1－2） 1，070円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 2，830円

ワ イ ド �� 590円 �� 2，330円 �� 2，010円

3 連 複 ��� 11，010円 3 連 単 ��� 46，000円

票 数

単勝票数 計 764062 的中 � 101241（4番人気）
複勝票数 計1123863 的中 � 137138（4番人気）� 204351（2番人気）� 37808（9番人気）
枠連票数 計 415231 的中 （1－2） 30048（5番人気）
馬連票数 計1699486 的中 �� 99234（5番人気）
馬単票数 計 639908 的中 �� 16956（9番人気）
ワイド票数 計1209168 的中 �� 55660（5番人気）�� 12858（28番人気）�� 15007（20番人気）
3連複票数 計2481364 的中 ��� 16888（33番人気）
3連単票数 計3026835 的中 ��� 4770（120番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―11．6―11．9―11．8―11．5―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．4―36．0―47．9―59．7―1：11．2―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

トゥザフロンティア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．7．22 中京1着

2015．2．10生 牡4鹿 母 トゥザヴィクトリー 母母 フェアリードール 13戦3勝 賞金 39，644，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。

３レース目



（1中山5）第4日 12月8日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 185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

245，190，000円
2，590，000円
29，120，000円
1，720，000円
28，870，000円
79，344，000円
5，082，000円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
632，321，100円
848，179，800円
307，128，400円
1，380，407，800円
612，610，100円
932，133，300円
2，056，148，300円
2，713，803，700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 9，482，732，500円

総入場人員 29，907名 （有料入場人員 26，695名）
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