
3307312月21日 曇 良 （1中山5） 第7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

11 トーアリュウジン �2栗 55 柴田 善臣高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 482± 01：12．4 15．8�
35 ウインアクティーボ 牡2鹿 55 O．マーフィー �ウイン 高木 登 浦河 宮内牧場 492＋ 2 〃 クビ 1．5�

（英）

816 ソ ラ ン 牡2黒鹿55 吉田 豊鈴木 康弘氏 古賀 史生 新ひだか 本桐牧場 512± 01：12．71� 8．5�
12 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 502－ 21：12．8� 9．3�
815 クワトロチェント 牡2栗 55 丸山 元気 �サンデーレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 484＋ 81：13．12 13．9	
611 シゲルメイオウセイ 牡2鹿 55

52 ▲菅原 明良森中 蕃氏 松山 将樹 日高 池添 安雄 486＋ 81：13．41� 6．8

24 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 474＋ 41：13．5� 15．4�
48 ダイユウライラック 牝2青鹿 54

51 ▲小林 凌大大友 靖岐氏 加藤 和宏 新ひだか 荒木 貴宏 438－ 41：13．71	 218．0�
23 エリーウェイ 牝2芦 54 武士沢友治谷川 正純氏 南田美知雄 新ひだか グランド牧場 466± 01：13．8� 156．0
714 メンタピペリタ 牝2栗 54 横山 武史 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新ひだか 聖心台牧場 436＋ 61：13．9
 295．7�
47 カイトガイア 牝2鹿 54

53 ☆菊沢 一樹本田 恒雄氏 武市 康男 浦河 栄進牧場 450－ 61：14．1
 183．8�
59 ラ ブ オ ー ソ 牝2黒鹿 54

51 ▲山田 敬士増田 陽一氏 和田 雄二 新冠 中地 義次 440＋ 41：14．31	 329．5�
510 チェスナットホーク 牡2栗 55 嘉藤 貴行岡田 牧雄氏 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 460± 01：16．1大差 203．7�
713 マイネルグッドデイ 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新冠 シンカンファーム 506＋22 〃 クビ 135．5�
612 クンタキンテ 牡2栗 55 木幡 初也小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 468－ 21：16．84 425．9�
36 リネンフリー 牝2黒鹿54 丹内 祐次戸山 光男氏 加藤 和宏 青森 ワールドファーム 440± 01：16．9� 352．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，418，500円 複勝： 121，120，000円 枠連： 16，834，300円
馬連： 66，867，600円 馬単： 40，733，700円 ワイド： 52，917，500円
3連複： 99，567，500円 3連単： 145，966，300円 計： 580，425，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，580円 複 勝 � 210円 � 110円 � 170円 枠 連（1－3） 340円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 2，850円

ワ イ ド �� 350円 �� 800円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，730円 3 連 単 ��� 15，740円

票 数

単勝票数 計 364185 的中 � 18370（7番人気）
複勝票数 計1211200 的中 � 43215（6番人気）� 891670（1番人気）� 58253（3番人気）
枠連票数 計 168343 的中 （1－3） 37805（1番人気）
馬連票数 計 668676 的中 �� 60312（5番人気）
馬単票数 計 407337 的中 �� 10688（11番人気）
ワイド票数 計 529175 的中 �� 39582（5番人気）�� 14943（10番人気）�� 55699（1番人気）
3連複票数 計 995675 的中 ��� 42973（8番人気）
3連単票数 計1459663 的中 ��� 6722（53番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．6―12．2―12．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．4―46．6―59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．6―3F38．0
3 5（11，15）（1，16）4（2，7，3，8）14－9，13－10，12－6 4 ・（5，11）（1，15）（4，16）－2，3（7，14）8－9－13－10－12－6

勝馬の
紹 介

トーアリュウジン �
�
父 ウォーターリーグ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2019．8．31 新潟2着

2017．4．12生 �2栗 母 トーアシシイ 母母 トーアスカイヴュー 5戦1勝 賞金 9，850，000円
〔騎手変更〕 ラブオーソ号の騎手大塚海渡は，負傷のため山田敬士に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クンタキンテ号・リネンフリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年1月21日ま

で平地競走に出走できない。
※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。

3307412月21日 曇 良 （1中山5） 第7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

611 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 542＋ 21：56．6 1．2�
36 ディーエスプルーフ 牡2鹿 55

52 ▲菅原 明良秋谷 壽之氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B448± 01：58．6大差 13．2�
816 クラウンマハロ 牡2黒鹿55 丹内 祐次�クラウン 尾形 和幸 日高 クラウン日高牧場 510＋121：58．81� 15．4�
24 トミケンアラバール 牡2鹿 55 横山 武史冨樫 賢二氏 武井 亮 新ひだか 木下牧場 B514± 0 〃 ハナ 123．8�
35 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 416－ 21：59．01� 95．8�
11 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 504－ 41：59．1� 14．6	
713 ダイワストレート 牡2青鹿55 北村 宏司大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 468± 01：59．2クビ 5．7

59 ウィルビーハッピー 牡2鹿 55 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 478± 0 〃 アタマ 85．1�
612 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 488＋ 21：59．62� 75．4�
510 アオイスター 牝2栗 54 黛 弘人鈴木 照雄氏 和田 雄二 新ひだか 前田ファーム 462－ 6 〃 クビ 630．1
815 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± 01：59．91� 474．4�
23 ダリアメイリー 牝2鹿 54

51 ▲山田 敬士 �静内白井牧場 堀井 雅広 新ひだか 桑嶋 峰雄 424－ 62：00．85 524．7�
48 レジーナクィーン 牝2芦 54 横山 和生坂田 行夫氏 土田 稔 新冠 村上 進治 458＋ 4 〃 クビ 35．9�
47 メイショウフガク 牡2青鹿 55

54 ☆菊沢 一樹松本 好雄氏 和田 勇介 新ひだか フジワラフアーム 468± 02：00．9� 422．5�
12 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± 02：01．96 126．2�
714 エフティハヤテ 牡2青 55 蛯名 正義吉野 英子氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 502＋ 22：02．85 128．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，286，100円 複勝： 142，191，700円 枠連： 14，544，400円
馬連： 62，341，900円 馬単： 43，017，800円 ワイド： 48，719，800円
3連複： 81，196，800円 3連単： 143，806，000円 計： 571，104，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 210円 � 200円 枠 連（3－6） 520円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 300円 �� 310円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，250円 3 連 単 ��� 2，860円

票 数

単勝票数 計 352861 的中 � 217923（1番人気）
複勝票数 計1421917 的中 � 1154384（1番人気）� 37011（5番人気）� 39804（4番人気）
枠連票数 計 145444 的中 （3－6） 21651（2番人気）
馬連票数 計 623419 的中 �� 85389（3番人気）
馬単票数 計 430178 的中 �� 43181（3番人気）
ワイド票数 計 487198 的中 �� 43905（3番人気）�� 41332（4番人気）�� 15780（6番人気）
3連複票数 計 811968 的中 ��� 48498（5番人気）
3連単票数 計1438060 的中 ��� 36450（7番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．9―13．5―12．5―12．7―13．5―13．4―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―37．3―50．8―1：03．3―1：16．0―1：29．5―1：42．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ベルウッドネイチャ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2019．11．30 中山2着

2017．5．23生 牡2鹿 母 リアライズクレア 母母 ストレイキャット 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セブンミラクル号・エフティハヤテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年1月

21日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 エコロウィング号・クロカドッグ号・シャランドール号・マイネルイリャルギ号

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７日



3307512月21日 曇 良 （1中山5） 第7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
1：58．9
1：58．9

良
良

12 ロードオマージュ 牡2栗 55 石川裕紀人 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 新ひだか ケイアイファーム 480± 02：02．2 3．3�
715 ブラックマジック 牡2青鹿55 O．マーフィー 窪田 芳郎氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 440＋ 42：02．94 7．8�

（英）

11 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 500－ 22：03．11� 6．1�

713 ソードライン 牡2鹿 55 R．ムーア 金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 洞�湖 レイクヴィラファーム 498＋ 2 〃 アタマ 2．9�

（英）

47 ア ラ タ 牡2鹿 55 大野 拓弥村田 能光氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 460＋ 82：03．42 41．2	
818 シャドウワルツ 牡2黒鹿55 田辺 裕信飯塚 知一氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 428＋102：03．71� 25．9

611 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 468＋ 42：03．8� 34．0�

35 ジュールサイクル 牝2青 54 内田 博幸吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 456＋ 42：04．01� 65．5�
48 ミッキーパンチ 牡2栗 55 三浦 皇成野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 452＋ 42：04．1クビ 8．8
24 ノ エ ル 牝2栗 54 嘉藤 貴行栗坂 崇氏 大和田 成 浦河 中神牧場 478－ 42：04．31� 66．5�
23 マラジェッツ 牡2黒鹿55 勝浦 正樹伊達 敏明氏 上原 博之 日高 サンシャイン

牧場 448± 0 〃 ハナ 42．5�
817 ヒガシヴァルキリー 牝2青鹿54 武藤 雅�ヤナガワ牧場 林 徹 日高 ヤナガワ牧場 410－ 22：04．4� 31．6�
714 フィリーズフェスタ 牝2鹿 54 木幡 巧也飯田総一郎氏 武市 康男 新ひだか 増本牧場 476－ 62：04．61� 193．2�
510 シャクライス 牝2鹿 54 丹内 祐次 Him Rock Racing

ホールディングス� 上原 博之 日高 北田 剛 390－ 2 〃 アタマ 380．2�
816 ホウオウゴースト 牡2芦 55 横山 武史小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 434＋ 22：04．8� 290．1�
612 レディトゥラン 牝2鹿 54

51 ▲菅原 明良 �グランデオーナーズ 加藤 和宏 日高 天羽牧場 420＋ 62：04．9� 78．0�
59 イッツオーライト 牡2栗 55 丸田 恭介田島榮二郎氏 竹内 正洋 日高 坂 牧場 464＋222：05．32� 369．5�
36 キタノアゲイン 牝2栗 54

51 ▲藤田菜七子北所 直人氏 松永 康利 新ひだか 友田牧場 422± 02：05．51� 150．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 39，494，400円 複勝： 67，217，300円 枠連： 25，296，600円
馬連： 80，105，500円 馬単： 36，415，800円 ワイド： 64，012，600円
3連複： 108，022，900円 3連単： 122，271，000円 計： 542，836，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 220円 � 170円 枠 連（1－7） 250円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，170円

ワ イ ド �� 490円 �� 320円 �� 820円

3 連 複 ��� 2，060円 3 連 単 ��� 9，510円

票 数

単勝票数 計 394944 的中 � 93398（2番人気）
複勝票数 計 672173 的中 � 174385（1番人気）� 62378（5番人気）� 92701（3番人気）
枠連票数 計 252966 的中 （1－7） 77098（1番人気）
馬連票数 計 801055 的中 �� 52511（3番人気）
馬単票数 計 364158 的中 �� 12552（7番人気）
ワイド票数 計 640126 的中 �� 32775（4番人気）�� 56231（2番人気）�� 18299（9番人気）
3連複票数 計1080229 的中 ��� 39245（4番人気）
3連単票数 計1222710 的中 ��� 9315（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．0―36．8―49．6―1：02．1―1：14．2―1：26．4―1：38．3―1：50．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．8
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ロードオマージュ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2019．6．22 東京6着

2017．3．9生 牡2栗 母 フ ェ リ ス 母母 レディミューズ 7戦1勝 賞金 11，600，000円
〔制裁〕 トーセンワンダー号の騎手吉田豊は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 レッドヴァレリー号
（非抽選馬） 5頭 ガニアン号・クリノファイヤー号・コスモイダマシネ号・ゴールドゴールデン号・トーセンアーリー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3307612月21日 曇 良 （1中山5） 第7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

22 ファイブリーフ 牡2鹿 55 O．マーフィー 小田 吉男氏 岩戸 孝樹 日高 滝本 健二 504－ 21：56．8 1．8�
（英）

59 アコルドエール 牡2栗 55 丸山 元気 �キャロットファーム 中川 公成 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 492＋101：57．12 4．5�

815 グローサーベア �2芦 55 丹内 祐次 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 470＋ 81：57．41� 16．0�
11 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 488－ 41：57．82� 4．5�
46 シ ラ カ バ 牝2栗 54

51 ▲菅原 明良小濱 忠一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 450± 01：57．9� 81．9�
610 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 426＋ 2 〃 アタマ 12．5	
34 マイネルエピキュア 牡2栗 55 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 466－ 21：58．22 40．5�
23 シゲルカイオウセイ 牡2芦 55 木幡 巧也森中 蕃氏 田中 清隆 浦河 ディアレスト

クラブ 520－ 41：58．3クビ 102．5�
58 ア キ ト ゴ ー 牡2黒鹿55 岩部 純二大倉 佑介氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 476＋10 〃 アタマ 425．2
35 ペイシャバイカ 牝2栗 54

51 ▲山田 敬士北所 直人氏 蛯名 利弘 新ひだか ニシケンフアーム 494－ 2 〃 アタマ 79．7�
712 モンテマツリ 牝2鹿 54 黛 弘人毛利 元昭氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム B446－ 61：59．68 327．4�
713 キタノスイセイ 牡2黒鹿55 横山 和生北所 直人氏 土田 稔 平取 びらとり牧場 462＋ 61：59．81� 397．4�
814 サンシャインキッド 牡2栗 55 丸田 恭介田島榮二郎氏 小西 一男 新ひだか 元茂牧場 438＋ 41：59．9� 30．6�
47 ホッコージュンレイ 牝2青鹿 54

51 ▲藤田菜七子北幸商事
 松永 康利 浦河 高昭牧場 432－ 22：00．64 106．5�
611 ケイティヒマワリ 牝2鹿 54

52 △木幡 育也瀧本 和義氏 勢司 和浩 浦河 中脇 満 410－102：00．91� 239．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 43，270，500円 複勝： 63，342，400円 枠連： 16，613，000円
馬連： 72，811，300円 馬単： 42，018，000円 ワイド： 52，945，800円
3連複： 98，732，600円 3連単： 152，668，900円 計： 542，402，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 160円 � 260円 枠 連（2－5） 450円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 240円 �� 600円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 2，270円 3 連 単 ��� 5，610円

票 数

単勝票数 計 432705 的中 � 192017（1番人気）
複勝票数 計 633424 的中 � 293028（1番人気）� 76174（3番人気）� 33962（5番人気）
枠連票数 計 166130 的中 （2－5） 28259（2番人気）
馬連票数 計 728113 的中 �� 127395（2番人気）
馬単票数 計 420180 的中 �� 43486（2番人気）
ワイド票数 計 529458 的中 �� 65872（2番人気）�� 21139（6番人気）�� 10928（12番人気）
3連複票数 計 987326 的中 ��� 32620（7番人気）
3連単票数 計1526689 的中 ��� 19725（14番人気）

ハロンタイム 13．1―11．9―13．2―13．5―13．0―13．0―13．1―12．8―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．0―38．2―51．7―1：04．7―1：17．7―1：30．8―1：43．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ファイブリーフ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2019．10．15 東京3着

2017．4．21生 牡2鹿 母 ハッピーティア 母母 ハッピーチケット 4戦1勝 賞金 10，100，000円
〔その他〕 ペイシャバイカ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ペイシャバイカ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年1月21日まで出走できない。
※出走取消馬 アイブランコ号（疾病〔左前肢跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 トキメキナイス号・フジコサン号・フジマサヒーロー号
※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。



3307712月21日 曇 良 （1中山5） 第7日 第5競走 ��2，000�2歳新馬
発走12時05分 （芝・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
1：58．9
1：58．9

良
良

611 ウインマリリン 牝2栗 54 横山 武史�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 452 ―2：04．0 12．2�
12 ベリンダアン 牝2青鹿54 田辺 裕信 TURFレーシング 大竹 正博 むかわ 平岡牧場 426 ―2：04．63� 50．7�
11 バインドウィード 牝2黒鹿54 O．マーフィー �キャロットファーム 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 444 ― 〃 クビ 4．7�

（英）

815 カイザーソウル 牡2鹿 55 丸山 元気落合 幸弘氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 490 ―2：04．7� 2．9�
48 ロードフェローズ 牡2黒鹿55 M．デムーロ �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 460 ―2：04．8クビ 7．2	
47 ランドアーティスト 牡2鹿 55 R．ムーア 吉田 照哉氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム 484 ―2：04．9� 6．1


（英）

510 オルプランタン 牝2鹿 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 430 ―2：05．11� 72．4�
36 ホウオウマライア 牝2芦 54 木幡 巧也小笹 芳央氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 436 ―2：05．31 37．2�
59 カ ン ト ナ 牝2栗 54

51 ▲菅原 明良 �ブルースターズファーム 高橋 祥泰 新ひだか 築紫 洋 374 ―2：05．61� 181．9
713 オンザフェーヴル 牡2栗 55 三浦 皇成廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 484 ―2：05．81� 7．3�
23 ロンドンストライプ 牡2黒鹿55 丹内 祐次ライオンレースホース� 岩戸 孝樹 浦河 モトスファーム 468 ―2：06．01 188．6�
816 メ ン フ ィ ス 牝2鹿 54 北村 宏司 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 浦河 栄進牧場 464 ―2：06．74 14．7�
24 セイプレシャス 牝2鹿 54 杉原 誠人金田 成基氏 浅野洋一郎 新冠 アサヒ牧場 422 ―2：06．91� 110．5�
35 ラッキーゾーン 牡2黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子小田切有一氏 本間 忍 日高 下河辺牧場 468 ―2：07．0� 50．5�
（ジュモン）

714 スマイルサクラ 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中川 公成 浦河 モトスファーム 472 ― 〃 ハナ 139．9�
612 ガダルカナルカナ 牝2栗 54 内田 博幸由井健太郎氏 竹内 正洋 新ひだか 三石川上牧場 478 ―2：07．32 139．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，614，600円 複勝： 56，576，200円 枠連： 22，755，800円
馬連： 72，426，800円 馬単： 33，341，900円 ワイド： 55，378，400円
3連複： 92，235，500円 3連単： 103，761，700円 計： 478，090，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 360円 � 1，100円 � 190円 枠 連（1－6） 3，310円

馬 連 �� 33，680円 馬 単 �� 46，480円

ワ イ ド �� 8，080円 �� 1，130円 �� 3，090円

3 連 複 ��� 40，050円 3 連 単 ��� 340，390円

票 数

単勝票数 計 416146 的中 � 27286（6番人気）
複勝票数 計 565762 的中 � 39683（6番人気）� 10876（10番人気）� 96759（2番人気）
枠連票数 計 227558 的中 （1－6） 5318（13番人気）
馬連票数 計 724268 的中 �� 1774（50番人気）
馬単票数 計 333419 的中 �� 538（85番人気）
ワイド票数 計 553784 的中 �� 1724（51番人気）�� 13002（15番人気）�� 4577（27番人気）
3連複票数 計 922355 的中 ��� 1727（94番人気）
3連単票数 計1037617 的中 ��� 221（689番人気）

ハロンタイム 12．8―12．0―13．1―13．3―13．2―12．0―12．2―11．9―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．8―37．9―51．2―1：04．4―1：16．4―1：28．6―1：40．5―1：52．0

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

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

勝馬の
紹 介

ウインマリリン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Fusaichi Pegasus 初出走

2017．5．23生 牝2栗 母 コスモチェーロ 母母 Shorwon 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 ランドアーティスト号は，1コーナー手前で外側に逃避したことについて平地調教注意。
※セイプレシャス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

3307812月21日 曇 良 （1中山5） 第7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

611 キングスバーンズ 牡2栗 55 R．ムーア 丸山 担氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 520 ―1：55．7 1．7�
（英）

712 ファイアランス 牡2鹿 55 石橋 脩ゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 490 ―1：56．01� 5．6�

47 キ ャ ル ベ イ 牡2鹿 55 津村 明秀里見 治紀氏 田中 博康 日高 田端牧場 508 ―1：56．42� 20．8�
23 アイスナイン 牡2鹿 55 吉田 豊石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新冠 細川農場 490 ―1：56．82� 52．8�
22 ト ラ モ ン ト 牡2栗 55 三浦 皇成 �シルクレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 518 ―1：56．9クビ 9．1�
34 デ ィ ヒ タ ー 牡2黒鹿55 内田 博幸林 正道氏 林 徹 新冠 秋田牧場 512 ―1：57．96 45．5	
46 ゴールデンブランコ 牡2栗 55

52 ▲菅原 明良嶋田 賢氏 奥村 武 新冠 大栄牧場 470 ―1：58．0クビ 102．2

35 ト レ ベ ー ラ 牝2鹿 54 武藤 雅田上 雅春氏 水野 貴広 新ひだか 岡田スタツド 498 ―1：58．95 27．8�
11 ビバヴィットーリオ 牡2鹿 55 O．マーフィー 平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 512 ―1：59．32� 5．4�

（英）

59 ヴァランセカズマ 牡2鹿 55 横山 武史合同会社雅苑興業 杉山 晴紀 浦河 浦河小林牧場 506 ―2：00．57 51．6
610 ゴールドブション 牡2栗 55

52 ▲山田 敬士廣崎利洋HD� 青木 孝文 平取 清水牧場 502 ―2：00．92 96．7�
713 クレヴァージャッジ 牡2青 55 大野 拓弥西田 順彦氏 新開 幸一 平取 中川 隆 480 ―2：02．510 242．2�
814 キャプテンオール 牡2栗 55 丹内 祐次千明牧場 鈴木 伸尋 浦河 千明牧場 514 ―2：02．6� 211．8�
58 トーセンスイッチ 牡2黒鹿 55

53 △木幡 育也島川 �哉氏 尾形 和幸 日高 有限会社 エ
スティファーム 482 ―2：04．210 33．3�

815 スズランブライト 牝2鹿 54
51 ▲藤田菜七子鈴木 修平氏 鈴木 伸尋 浦河 中脇 満 446 ―2：09．4大差 54．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 47，300，300円 複勝： 60，992，300円 枠連： 17，996，100円
馬連： 76，856，700円 馬単： 40，401，300円 ワイド： 54，631，900円
3連複： 96，975，400円 3連単： 128，124，900円 計： 523，278，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 120円 � 160円 � 310円 枠 連（6－7） 500円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 250円 �� 680円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 3，130円 3 連 単 ��� 7，440円

票 数

単勝票数 計 473003 的中 � 210269（1番人気）
複勝票数 計 609923 的中 � 193162（1番人気）� 92531（3番人気）� 32881（5番人気）
枠連票数 計 179961 的中 （6－7） 27595（1番人気）
馬連票数 計 768567 的中 �� 118951（2番人気）
馬単票数 計 404013 的中 �� 43377（1番人気）
ワイド票数 計 546319 的中 �� 64442（1番人気）�� 19171（7番人気）�� 10215（11番人気）
3連複票数 計 969754 的中 ��� 23165（7番人気）
3連単票数 計1281249 的中 ��� 12480（13番人気）

ハロンタイム 12．9―12．1―13．6―14．6―12．1―12．0―12．5―12．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．0―38．6―53．2―1：05．3―1：17．3―1：29．8―1：42．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キングスバーンズ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Meadowlake 初出走

2017．2．21生 牡2栗 母 レディオーカモア 母母 Explosive Kate 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クレヴァージャッジ号・キャプテンオール号・トーセンスイッチ号・スズランブライト号は，

「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年1月21日まで平地競走に出走できない。
※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。



3307912月21日 曇 良 （1中山5） 第7日 第7競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時05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

612 サトノテラス 牡4鹿 57 北村 宏司 �サトミホースカンパニー 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B566＋ 81：10．3 9．5�
816 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± 01：10．93� 2．7�
36 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± 01：11．53� 9．8�
47 アミュリオン 牡3栗 56 黛 弘人吉澤 克己氏 藤原 辰雄 浦河 栄進牧場 464＋ 61：11．6� 41．4�
24 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 498＋ 21：11．81� 5．0�
59 トミケンルーア �3鹿 56 丹内 祐次冨樫 賢二氏 竹内 正洋 浦河 成隆牧場 468＋ 61：11．9� 30．2	
48 � マリノリヴィエール 牝3黒鹿 54

51 ▲菅原 明良矢野まり子氏 本間 忍 日高 クラウン日高牧場 460－101：12．11	 109．0

35 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 B526－ 21：12．31 573．0�
714 サンハンツビル 牝3黒鹿54 横山 和生 �加藤ステーブル 加藤 和宏 日高 株式会社

ケイズ 450＋ 61：12．51 94．8�
11 イワネコゴシキ 牡3青鹿56 石川裕紀人丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 500± 01：12．6
 44．6
510 セイクリッドサン 牡3鹿 56 武藤 雅高橋 文男氏 武藤 善則 新冠 須崎牧場 452－ 41：12．7クビ 14．0�
23 � ゴールドムーン 牝4鹿 55 杉原 誠人野口富美子氏 浅野洋一郎 浦河 大道牧場 442± 01：12．91	 337．5�
611� 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 B496－ 21：13．0� 29．3�

12 マリアルージュ 牝3青鹿 54
51 ▲藤田菜七子河合 裕明氏 畠山 吉宏 新冠 川上牧場 460＋ 6 〃 ハナ 4．0�

713 クロムウェル 牡3栗 56 嶋田 純次�ミルファーム 加藤 和宏 新冠 アサヒ牧場 438＋ 8 〃 ハナ 686．3�
815� シルヴェーヌ 牝4鹿 55 横山 武史西田 順彦氏 伊藤 伸一 新冠 飯島 功典 468＋ 61：13．21 46．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，649，300円 複勝： 74，843，700円 枠連： 22，543，500円
馬連： 103，129，100円 馬単： 46，905，500円 ワイド： 79，829，300円
3連複： 142，761，500円 3連単： 166，460，000円 計： 688，121，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 260円 � 130円 � 240円 枠 連（6－8） 910円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 3，840円

ワ イ ド �� 710円 �� 1，900円 �� 470円

3 連 複 ��� 4，460円 3 連 単 ��� 25，210円

票 数

単勝票数 計 516493 的中 � 43183（4番人気）
複勝票数 計 748437 的中 � 62560（5番人気）� 193751（1番人気）� 68222（4番人気）
枠連票数 計 225435 的中 （6－8） 19118（3番人気）
馬連票数 計1031291 的中 �� 48398（5番人気）
馬単票数 計 469055 的中 �� 9160（12番人気）
ワイド票数 計 798293 的中 �� 29009（7番人気）�� 10046（23番人気）�� 46776（3番人気）
3連複票数 計1427615 的中 ��� 24004（11番人気）
3連単票数 計1664600 的中 ��� 4787（76番人気）

ハロンタイム 11．7―10．2―11．0―11．9―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―21．9―32．9―44．8―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノテラス �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Danehill デビュー 2017．9．2 札幌3着

2015．3．5生 牡4鹿 母 サトノアマゾネス 母母 Prawn Cocktail 7戦2勝 賞金 14，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シゲルジルコン号
（非抽選馬） 6頭 エルピド号・エンパイアシュアー号・グランミューク号・ココロノイコロ号・ニシノアマタ号・レーヌダンス号

3308012月21日 曇 良 （1中山5） 第7日 第8競走 ��
��1，200�3歳以上2勝クラス

発走13時35分 （1000万円以下） （ダート・右）
負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

36 スナークライデン 牡5芦 57 石橋 脩杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 480－ 61：10．7 25．5�
816 ショウナンカイドウ 牡6栗 57 横山 武史国本 哲秀氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 B536－ 6 〃 クビ 50．7�
714 ハ ル サ カ エ 牝3鹿 54

51 ▲菅原 明良齊藤 栄一氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 500＋101：11．01� 3．9�
611	 ミッキーハイド 牡4鹿 57

56 ☆菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 508＋ 4 〃 クビ 9．9�
24 トウカイパシオン 牝4青 55 江田 照男内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 446± 0 〃 クビ 7．2�
815 カシノブレンド 
3芦 56 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン 448＋ 61：11．31� 12．8�
612 ピ ナ ク ル ズ 
6黒鹿57 柴田 善臣ライオンレースホース	 大江原 哲 むかわ 真壁 信一 502－ 21：11．5� 181．9

23 メールデゾレ 牝3栗 54 武藤 雅吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 460± 01：11．71� 13．8�
12 ブルーハワイアン 牝4栗 55 北村 宏司村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 466＋ 41：12．01� 94．9�
47 ナリノメジャー 牝5栗 55 M．デムーロ成塚 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± 01：12．1クビ 3．0
713 コスモビスティー 牡4鹿 57 丹内 祐次岡田 繁幸氏 松山 将樹 浦河 伏木田牧場 488＋14 〃 アタマ 27．3�
59 ワディアルヒタン 牝3青鹿 54

51 ▲小林 凌大平井 裕氏 田村 康仁 日高 白井牧場 446＋ 4 〃 クビ 23．9�
11 スリーミニオン 牡4栗 57

55 △木幡 育也永井商事	 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 B476＋ 61：12．3� 243．2�
510 エリーバラード 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士谷川 正純氏 菊沢 隆徳 熊本 本田 土寿 494＋ 51：12．51� 204．5�
48  パリテソーロ 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子了德寺健二ホール
ディングス	 金成 貴史 米

A. Bayle, C.
Bigheart, S.
Gross et al

442＋121：12．71� 10．1�
35 クリスタルアワード 牝3青鹿54 内田 博幸 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 444－ 21：13．12� 69．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 64，090，100円 複勝： 81，602，300円 枠連： 31，825，300円
馬連： 129，923，400円 馬単： 54，944，700円 ワイド： 91，615，500円
3連複： 172，463，500円 3連単： 200，915，200円 計： 827，380，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，550円 複 勝 � 460円 � 1，130円 � 220円 枠 連（3－8） 7，050円

馬 連 �� 36，700円 馬 単 �� 60，690円

ワ イ ド �� 6，040円 �� 1，170円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 31，250円 3 連 単 ��� 231，570円

票 数

単勝票数 計 640901 的中 � 20043（9番人気）
複勝票数 計 816023 的中 � 44125（8番人気）� 16192（11番人気）� 115268（2番人気）
枠連票数 計 318253 的中 （3－8） 3498（21番人気）
馬連票数 計1299234 的中 �� 2920（64番人気）
馬単票数 計 549447 的中 �� 679（122番人気）
ワイド票数 計 916155 的中 �� 3807（54番人気）�� 20742（12番人気）�� 11517（24番人気）
3連複票数 計1724635 的中 ��� 4138（98番人気）
3連単票数 計2009152 的中 ��� 629（667番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．2―12．0―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．5―45．5―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スナークライデン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2016．8．13 小倉5着

2014．3．28生 牡5芦 母 スナークヒロイン 母母 スイートケンメア 30戦2勝 賞金 35，606，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔制裁〕 スナークライデン号の騎手石橋脩は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：13番）
ショウナンカイドウ号の騎手横山武史は，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：15
番）

※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） 2頭 アストロローグ号・ロンドンテソーロ号
（非抽選馬） 9頭 オレノマニラ号・キタノオドリコ号・グラスボイジャー号・クリノレオノール号・クリムズンフラッグ号・

コーラルプリンセス号・スマートマルシェ号・パイロジェン号・リガス号



3308112月21日 曇 良 （1中山5） 第7日 第9競走 ��
��1，200�クリスマスローズステークス

発走14時05分 （芝・右・外）
2歳；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増，�：馬齢重量，重賞
競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

814 ケープコッド 牝2黒鹿55 R．ムーア 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 462－ 21：08．9 2．6�

（英）

46 メメントモリ 牝2鹿 54 O．マーフィー 吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 444－ 2 〃 ハナ 4．8�
（英）

711 ジュニパーベリー 牝2鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム B460－ 21：09．11	 67．8�
610 テーオーマルクス 牡2鹿 56 川須 栄彦小笹 公也氏 宮 徹 新ひだか 友田牧場 470－ 21：09．2
 3．6�
11 コスモカルナック 牡2鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菊沢 隆徳 新冠 中山 高鹿康 468＋ 2 〃 クビ 49．7�
34 ゴッドスター 牡2栗 55 石橋 脩	ノースヒルズ 池上 昌和 新冠 平山牧場 504± 01：09．4� 8．6

712 ニルカンタテソーロ 牡2栗 55 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス	 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 434－ 21：09．5� 77．8�
69 グッドマックス 牝2芦 54 丸山 元気長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 448＋ 4 〃 クビ 18．4�
813 メイプルプレゼント 牝2黒鹿54 宮崎 北斗節 英司氏 高市 圭二 新冠 安達 洋生 448＋ 21：09．71	 119．3
33 コスモリモーネ 牡2栗 56 柴田 大知岡田 繁幸氏 高橋 裕 新ひだか 小倉 光博 498＋ 21：09．91	 8．5�
58 エリーグランプリ 牝2鹿 54 内田 博幸谷川 正純氏 武市 康男 新冠 小泉 学 426－ 2 〃 アタマ 198．0�
57 デルマガーネット 牝2黒鹿54 野中悠太郎浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 新ひだか 藤巻 則弘 446＋ 41：10．21
 308．2�
22 � ラフィンクロンヌ 牝2栗 54 三浦 皇成伊達 敏明氏 高橋 祥泰 日高 サンシャイン

牧場 468± 0 〃 クビ 35．4�
45 ファイナルアフェア 牝2鹿 54 藤田菜七子田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新ひだか 斉藤スタッド 412－ 41：12．6大差 162．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 61，370，400円 複勝： 74，600，900円 枠連： 25，981，000円
馬連： 135，467，400円 馬単： 59，983，200円 ワイド： 82，837，100円
3連複： 161，728，100円 3連単： 228，803，300円 計： 830，771，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 180円 � 740円 枠 連（4－8） 690円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 360円 �� 2，330円 �� 3，340円

3 連 複 ��� 9，740円 3 連 単 ��� 27，740円

票 数

単勝票数 計 613704 的中 � 187344（1番人気）
複勝票数 計 746009 的中 � 163840（1番人気）� 114954（3番人気）� 18073（9番人気）
枠連票数 計 259810 的中 （4－8） 29083（3番人気）
馬連票数 計1354674 的中 �� 145901（2番人気）
馬単票数 計 599832 的中 �� 37322（3番人気）
ワイド票数 計 828371 的中 �� 66496（3番人気）�� 8571（23番人気）�� 5916（28番人気）
3連複票数 計1617281 的中 ��� 12447（29番人気）
3連単票数 計2288033 的中 ��� 5979（90番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．1―11．6―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．5―45．1―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケープコッド �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2019．6．23 函館2着

2017．3．14生 牝2黒鹿 母 ハーロンベイ 母母 コージーベイ 5戦3勝 賞金 40，409，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ファイナルアフェア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年1月21日まで平地

競走に出走できない。
※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。

3308212月21日 曇 良 （1中山5） 第7日 第10競走
第142回農林水産省賞典

��4，100�中 山 大 障 害（Ｊ・ＧⅠ）
発走14時45分 （ 芝 ）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳61�4歳以上63�，牝馬2�
減

農林水産大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 66，000，000円 26，000，000円 17，000，000円 9，900，000円 6，600，000円
付 加 賞 525，000円 150，000円 75，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード4：36．1良

47 シングンマイケル �5鹿 63 金子 光希伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 458± 04：38．9 4．4�
35 ブライトクォーツ 牡5鹿 63 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 478＋ 24：39．22 21．0�
712 メイショウダッサイ 牡6黒鹿63 森 一馬松本 好雄氏 飯田 祐史 新ひだか グランド牧場 508＋ 84：39．62� 6．2�
815 シンキングダンサー 牡6栗 63 石神 深一佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 474＋ 2 〃 ハナ 2．4�
610 ルペールノエル 牡9黒鹿63 高田 潤 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新ひだか 大典牧場 520－ 64：39．81� 31．0	
713 メドウラーク 牡8鹿 63 北沢 伸也吉田 勝己氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 500＋ 24：40．75 21．1

22 ヨ カ グ ラ �6栗 63 西谷 誠 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 474－ 44：42．7大差 13．3�
46 シゲルロウニンアジ 牡6鹿 63 植野 貴也森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 500± 04：43．23 208．9�
11 トーヨーピース 牡5鹿 63 草野 太郎中嶋 宏氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 474＋ 24：43．3� 161．5
59 ディライトフル �8鹿 63 白浜 雄造�ノースヒルズ 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋ 44：43．4� 4．7�
814	 セガールフォンテン 牡9栗 63 江田 勇亮吉橋 興生氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 508＋ 24：43．5クビ 302．4�
58 トラキアンコード �7芦 63 五十嵐雄祐原 
子氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 506＋ 44：43．71� 62．7�
23 サウスオブボーダー 牡6鹿 63 平沢 健治三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 454± 04：46．0大差 248．5�
611 シュンクルーズ 牡7黒鹿63 大江原 圭村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 パカパカ

ファーム 456± 04：49．5大差 380．3�
34 スリーコーズライン 牡3鹿 61 伊藤 工真永井商事� 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 462－ 24：49．92� 159．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 100，258，700円 複勝： 112，015，500円 枠連： 45，282，900円
馬連： 227，778，500円 馬単： 105，240，400円 ワイド： 124，144，200円
3連複： 355，043，800円 3連単： 546，172，900円 計： 1，615，936，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 390円 � 200円 枠 連（3－4） 4，980円

馬 連 �� 5，690円 馬 単 �� 8，900円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 470円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 8，530円 3 連 単 ��� 55，020円

票 数

単勝票数 計1002587 的中 � 179730（2番人気）
複勝票数 計1120155 的中 � 205965（2番人気）� 60327（6番人気）� 151411（3番人気）
枠連票数 計 452829 的中 （3－4） 7047（15番人気）
馬連票数 計2277785 的中 �� 32967（16番人気）
馬単票数 計1052404 的中 �� 8859（29番人気）
ワイド票数 計1241442 的中 �� 23328（14番人気）�� 72436（5番人気）�� 17645（19番人気）
3連複票数 計3550438 的中 ��� 31189（27番人気）
3連単票数 計5461729 的中 ��� 7196（156番人気）
上り 1マイル 1：47．2 4F 51．8－3F 39．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シングンマイケル �
�
父 シングンオペラ �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2017．1．29 東京2着

2014．4．13生 �5鹿 母 ジェヴォーナ 母母 タケノデュムカ 障害：14戦6勝 賞金 200，241，000円
〔制裁〕 シングンマイケル号の騎手金子光希は，3周目4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）



3308312月21日 曇 良 （1中山5） 第7日 第11競走 ��
��2，500�グレイトフルステークス

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），30．12．22以降1．12．15まで1回以上出走馬；負
担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：28．2

良
良

23 ロサグラウカ 牝4黒鹿54 丸山 元気 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 450± 02：35．6 7．3�
11 バイマイサイド 牡4栗 56 R．ムーア �G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 478± 0 〃 ハナ 2．3�

（英）

36 ヒシヴィクトリー 牡4黒鹿55 木幡 巧也阿部 雅英氏 牧 光二 新冠 飛渡牧場 490＋ 82：35．7� 22．8�
48 モ ズ ベ ッ ロ 牡3鹿 54 横山 武史 �キャピタル・システム 森田 直行 新冠 村田牧場 470－10 〃 クビ 7．4�
35 ノチェブランカ 牝4芦 53 三浦 皇成吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B462＋ 6 〃 ハナ 12．9	
59 マスターコード 牡5黒鹿56 O．マーフィー �G1レーシング 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 42：35．91� 4．9

（英）

612 ハナズレジェンド 牡6栗 56 内田 博幸広尾レース� 矢作 芳人 浦河 カナイシスタッド 458± 02：36．0	 17．6�

611 ララエクラテール 牡7鹿 54 大野 拓弥フジイ興産� 今野 貞一 新冠 佐藤 信広 B434－ 22：36．31� 132．2�
（法942）

12 グランドサッシュ 牡8黒鹿54 津村 明秀 �シルクレーシング 武市 康男 浦河 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 472＋10 〃 ハナ 104．7

510 ステイパーシスト 
6黒鹿54 M．デムーロ吉田 照哉氏 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 432＋ 82：36．4� 19．2�

815 ステイブラビッシモ 牡6鹿 55 田辺 裕信草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 476＋ 62：36．5クビ 35．7�
47 エストスペリオル 牡4鹿 54 丸田 恭介 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム B456＋ 4 〃 アタマ 44．0�
714 フェイズベロシティ 牝6栗 53 北村 宏司池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 454＋ 6 〃 アタマ 38．3�
713 フォイヤーヴェルク 牡6青鹿54 石橋 脩 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B454－ 22：36．71� 138．0�
24 カレンシリエージョ 牝4栗 52 藤田菜七子鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 492＋122：37．01� 122．9�
816� マコトガラハッド 
6鹿 54 石川裕紀人�ディアマント �島 一歩 様似 出口 繁夫 500＋ 22：37．31� 108．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 101，200，000円 複勝： 145，683，700円 枠連： 73，295，700円
馬連： 335，122，900円 馬単： 128，991，200円 ワイド： 191，778，100円
3連複： 492，009，900円 3連単： 602，902，200円 計： 2，070，983，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 220円 � 140円 � 530円 枠 連（1－2） 980円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 3，090円

ワ イ ド �� 470円 �� 2，220円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 5，750円 3 連 単 ��� 34，490円

票 数

単勝票数 計1012000 的中 � 110904（3番人気）
複勝票数 計1456837 的中 � 164182（3番人気）� 373791（1番人気）� 50955（8番人気）
枠連票数 計 732957 的中 （1－2） 57548（3番人気）
馬連票数 計3351229 的中 �� 260241（3番人気）
馬単票数 計1289912 的中 �� 31274（9番人気）
ワイド票数 計1917781 的中 �� 113516（2番人気）�� 20947（26番人気）�� 46035（10番人気）
3連複票数 計4920099 的中 ��� 64069（16番人気）
3連単票数 計6029022 的中 ��� 12673（96番人気）

ハロンタイム 6．9―12．3―13．0―12．8―13．0―13．3―12．9―12．6―11．9―11．9―11．5―11．4―12．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
6．9―19．2―32．2―45．0―58．0―1：11．3―1：24．2―1：36．8―1：48．7―2：00．6―2：12．1―2：23．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F46．9―3F35．0
1
�
3（1，4）7，5，6（2，10）9（8，15）13（11，14）12－16
3，4（1，7）（5，6，10）15（2，9）（8，13，14）（11，12）－16

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

勝馬の
紹 介

ロサグラウカ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．11．18 福島1着

2015．5．4生 牝4黒鹿 母 ローザブランカ 母母 ロ ー ズ バ ド 10戦4勝 賞金 56，351，000円
〔制裁〕 ロサグラウカ号の騎手丸山元気は，決勝線手前で外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。

3308412月21日 曇 良 （1中山5） 第7日 第12競走 ��
��1，600�キャンドルライト賞

発走16時00分 （芝・右・外）
3歳以上，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

714 ニシノカツナリ 牡3青鹿56 O．マーフィー 西山 茂行氏 水野 貴広 新ひだか 藤原牧場 476－ 21：34．0 1．9�
（英）

510 アーザムブルー 牡5黒鹿57 三浦 皇成 �シルクレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 472＋ 41：34．53 19．7�
713� クラヴィスオレア 	3黒鹿56 木幡 育也多田 信尊氏 藤沢 和雄 平取 坂東牧場 B480＋ 81：34．6クビ 108．6�
48 マイネルプリンチペ 牡4黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 464＋ 4 〃 クビ 10．2�
35 トランスナショナル 牡3栗 56 田辺 裕信吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 482± 0 〃 アタマ 4．6	
47 � スマートレジーナ 牝3鹿 54 大野 拓弥大川 徹氏 高橋 文雅 日高 株式会社ス

マート 420－181：34．7
 137．2

24 エールグリーツ 牝4青 55 津村 明秀 �社台レースホース林 徹 千歳 社台ファーム 428＋ 21：34．9
 19．5�
11 ペルソナデザイン 牡3鹿 56 R．ムーア �G1レーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム 476＋ 2 〃 アタマ 6．2�

（英）

23 � ナスノコウラン 牡3鹿 56 江田 照男須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 B500－181：35．11� 115．8�

611� キタノテイオウ 牡4黒鹿57 武藤 雅了德寺健二ホール
ディングス� 和田 雄二 新冠 長浜牧場 438－ 41：35．31� 512．9�

12 � タックボーイ 牡5鹿 57 山田 敬士Mr．ホース 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 476＋ 81：35．4� 269．6�
59 モ ン ツ ァ 	4黒鹿57 石川裕紀人吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 534＋ 81：35．61� 38．2�
612 ミユキダイアモンド 牝3鹿 54 野中悠太郎長井 純一氏 小西 一男 新ひだか 木村 秀則 442± 0 〃 ハナ 58．9�
36 ミッキーフォンテン 牝3青鹿54 菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 新ひだか タイヘイ牧場 422＋ 61：35．91
 95．5�
815 ダンシングチコ 牝4鹿 55 丸田 恭介石瀬 浩三氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 478＋ 81：36．21
 16．2�
816 セイウンアカマイ 牝4栗 55 勝浦 正樹西山 茂行氏 上原 博之 米

Pollock Farms, T &
C Kentucky Inc &
Arthur Maberry

458－ 61：38．3大差 254．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 85，794，700円 複勝： 105，066，200円 枠連： 37，511，700円
馬連： 196，889，200円 馬単： 80，166，200円 ワイド： 115，939，800円
3連複： 242，964，300円 3連単： 346，908，000円 計： 1，211，240，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 380円 � 1，600円 枠 連（5－7） 1，370円

馬 連 �� 2，350円 馬 単 �� 3，030円

ワ イ ド �� 850円 �� 3，290円 �� 15，570円

3 連 複 ��� 43，190円 3 連 単 ��� 132，720円

票 数

単勝票数 計 857947 的中 � 361111（1番人気）
複勝票数 計1050662 的中 � 312298（1番人気）� 57766（7番人気）� 11661（11番人気）
枠連票数 計 375117 的中 （5－7） 21093（6番人気）
馬連票数 計1968892 的中 �� 68847（8番人気）
馬単票数 計 801662 的中 �� 19799（9番人気）
ワイド票数 計1159398 的中 �� 37030（9番人気）�� 8932（26番人気）�� 1853（67番人気）
3連複票数 計2429643 的中 ��� 4219（86番人気）
3連単票数 計3469080 的中 ��� 1895（292番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．2―11．6―12．2―12．5―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．0―22．6―33．8―45．4―57．6―1：10．1―1：21．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．6―3F36．4

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

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

勝馬の
紹 介

ニシノカツナリ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．1．12 中山3着

2016．4．16生 牡3青鹿 母 ニシノマナムスメ 母母 ニシノフラワー 7戦2勝 賞金 29，899，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイウンアカマイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年1月21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10頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）10頭 イルーシヴグレイス号・ウインレフィナード号・シャンデフレーズ号・ジーナスイート号・ソイルトゥザソウル号・

ナンヨープランタン号・ヒドゥンパラメータ号・ファストライフ号・ブルーアガヴェ号・レガ号
※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。



（1中山5）第7日 12月21日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 189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

310，720，000円
7，780，000円
26，410，000円
2，230，000円
37，580，000円
79，465，000円
6，687，000円
1，814，400円

勝馬投票券売得金
707，747，600円
1，105，252，200円
350，480，300円
1，559，720，300円
712，159，700円
1，014，750，000円
2，143，701，800円
2，888，760，400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 10，482，572，300円

総入場人員 36，679名 （有料入場人員 32，826名）
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