
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

00049 1月13日 晴 良 （2中山1） 第5日 第1競走 ��1，200�3歳未勝利
発走9時55分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

815 セレンディピア 牡3鹿 56 田辺 裕信 �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 462＋ 41：12．5 10．4�

23 スズカキングボス 牡3鹿 56 内田 博幸永井 啓弍氏 田中 剛 浦河 信岡牧場 466＋ 81：12．6� 3．5�
48 コウユーユメヲノセ 牡3鹿 56

53 ▲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± 01：13．02� 17．1�
510 グランドストローク 牡3黒鹿56 武藤 雅 �コスモヴューファーム 水野 貴広 浦河 藤春 修二 448＋ 21：13．42� 25．4�
612 エストラード 牡3黒鹿56 江田 照男島川 	哉氏 武市 康男 日高 有限会社 エ

スティファーム 476＋14 〃 ハナ 7．2

47 カガジャスティス 牡3鹿 56 大野 拓弥香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 土田 和男 514＋101：13．61� 13．1�
11 ショーショーショー 牡3栃栗56 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 矢野牧場 524－ 21：13．7クビ 7．1�
24 フィーユレヴーズ 牝3栗 54 C．ルメール 小田 吉男氏 斎藤 誠 日高 天羽 禮治 440± 0 〃 クビ 3．9
713 タイセイプルミエ 牝3鹿 54 西田雄一郎田中 成奉氏 青木 孝文 青森 諏訪牧場 470＋ 21：13．91 36．0�
816 シルバーウェーブ 牡3黒鹿56 武士沢友治新井原 博氏 星野 忍 新冠 川上牧場 440－ 61：14．75 340．2�
714 サンマルジョオー 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 402＋101：14．91� 361．1�
611 ヴァンタンジェンヌ 牝3鹿 54 勝浦 正樹村田 滋氏 柄崎 孝 浦河 成隆牧場 390－ 61：15．0クビ 406．2�
35 コ モ 牝3鹿 54 柴山 雄一永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 新冠 つつみ牧場 448± 01：15．95 278．0�
59 クワトロチェント 牡3栗 56 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 478－ 61：16．0� 8．3�
36 デンタルウイッシュ 牝3芦 54

53 ☆菊沢 一樹安田 光則氏 浅野洋一郎 浦河 木戸口牧場 424＋ 2 〃 ハナ 342．9�
12 アマゾンクルーズ 牡3黒鹿56 石川裕紀人丸山 担氏 小笠 倫弘 日高 オリオンファーム B522＋ 81：20．2大差 228．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，190，900円 複勝： 70，461，300円 枠連： 20，223，600円
馬連： 85，372，400円 馬単： 36，720，300円 ワイド： 67，254，600円
3連複： 131，461，500円 3連単： 138，555，900円 計： 588，240，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 310円 � 150円 � 510円 枠 連（2－8） 1，420円

馬 連 �� 2，310円 馬 単 �� 6，060円

ワ イ ド �� 930円 �� 1，700円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 10，860円 3 連 単 ��� 66，870円

票 数

単勝票数 計 381909 的中 � 29332（6番人気）
複勝票数 計 704613 的中 � 52157（6番人気）� 163396（1番人気）� 28555（8番人気）
枠連票数 計 202236 的中 （2－8） 11031（6番人気）
馬連票数 計 853724 的中 �� 28638（7番人気）
馬単票数 計 367203 的中 �� 4541（27番人気）
ワイド票数 計 672546 的中 �� 18968（10番人気）�� 10037（26番人気）�� 12733（16番人気）
3連複票数 計1314615 的中 ��� 9077（45番人気）
3連単票数 計1385559 的中 ��� 1502（272番人気）

ハロンタイム 11．8―10．9―11．8―12．3―12．3―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．7―34．5―46．8―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セレンディピア �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．11．30 中山7着

2017．4．24生 牡3鹿 母 キシュウグラシア 母母 メイショウヤヨイ 3戦1勝 賞金 5，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アマゾンクルーズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月13日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 クリムゾンオーラ号・ペイシャハミング号
（非抽選馬） 2頭 シゲルメイオウセイ号・スマイルオリオン号

00050 1月13日 晴 良 （2中山1） 第5日 第2競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時25分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

816 バーナードループ 牡3黒鹿56 C．ルメール �社台レースホース高木 登 千歳 社台ファーム 510＋ 41：55．7 1．1�
11 マイネルイリャルギ 牡3鹿 56 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 494＋141：56．87 43．4�
36 アイアムイチリュウ 牡3黒鹿56 横山 典弘堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 510＋ 81：57．01� 5．5�
47 マラジェッツ 牡3黒鹿56 丸山 元気伊達 敏明氏 上原 博之 日高 サンシャイン

牧場 446－ 21：58．06 34．6�
713 グラスフレイバー 牡3黒鹿56 内田 博幸尾田 信夫氏 松永 康利 浦河 丸幸小林牧場 470－ 21：59．48 273．0	
612 スタインウェイ 牡3黒鹿56 北村 宏司 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 520＋10 〃 ハナ 13．1

611 アイルビーメジャー 牡3栗 56 丹内 祐次岡田 壮史氏 伊藤 伸一 新冠 コスモヴューファーム 460＋102：00．03� 47．3�
59 エコロダンサー 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子原村 正紀氏 根本 康広 千歳 社台ファーム 410－142：00．95 41．3�
35 ラ ブ オ ー ソ 牝3黒鹿54 柴山 雄一増田 陽一氏 和田 雄二 新冠 中地 義次 438－ 22：01．0� 332．3
48 ゴールドブション 牡3栗 56

53 ▲山田 敬士廣崎利洋HD� 青木 孝文 平取 清水牧場 506＋ 42：01．53 236．8�
714 ワイルドピット 牡3栗 56

55 ☆菊沢 一樹 TURH 浅野洋一郎 新ひだか 今 牧場 428－ 42：01．6� 188．7�
24 ラッキーゾーン 牡3黒鹿56 柴田 善臣小田切有一氏 本間 忍 日高 下河辺牧場 458－102：02．24 293．3�
510 マ オ ノ エ ピ 牝3栗 54 木幡 巧也湯浅 健司氏 黒岩 陽一 新冠 秋田牧場 478＋ 42：02．62� 88．6�
23 キタノアゲイン 牝3栗 54 嘉藤 貴行北所 直人氏 松永 康利 新ひだか 友田牧場 420－ 2 〃 クビ 434．4�
12 ラブロッソー 牝3青鹿54 武士沢友治増田 陽一氏 星野 忍 新冠 新冠橋本牧場 480－ 8 （競走中止） 382．3�
815 コ ー リ ン グ �3青 56

54 △菅原 明良河村 祥史氏 深山 雅史 新ひだか 静内坂本牧場 476－ 4 （競走中止） 390．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 43，822，100円 複勝： 141，219，900円 枠連： 17，192，700円
馬連： 61，512，600円 馬単： 54，489，000円 ワイド： 56，260，600円
3連複： 102，088，500円 3連単： 228，443，100円 計： 705，028，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 100円 � 270円 � 110円 枠 連（1－8） 1，750円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 1，840円

ワ イ ド �� 440円 �� 120円 �� 600円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 4，690円

票 数

単勝票数 計 438221 的中 � 300622（1番人気）
複勝票数 計1412199 的中 � 1103754（1番人気）� 20638（7番人気）� 134994（2番人気）
枠連票数 計 171927 的中 （1－8） 7590（6番人気）
馬連票数 計 615126 的中 �� 30836（3番人気）
馬単票数 計 544890 的中 �� 22161（5番人気）
ワイド票数 計 562606 的中 �� 23494（4番人気）�� 184011（1番人気）�� 16487（8番人気）
3連複票数 計1020885 的中 ��� 77056（2番人気）
3連単票数 計2284431 的中 ��� 35246（12番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―12．9―13．2―12．7―12．9―13．0―12．8―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―37．4―50．6―1：03．3―1：16．2―1：29．2―1：42．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．5
1
3

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

勝馬の
紹 介

バーナードループ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．12．14 中山2着

2017．5．17生 牡3黒鹿 母 ステラマリス 母母 ステラマドリッド 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔競走中止〕 ラブロッソー号は，競走中に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため向正面で競走中止。

コーリング号は，競走中に疾病〔左第3中手骨開放骨折〕を発症し，3コーナーで騎手が落馬したため競走中止。
〔その他〕 エコロダンサー号・ラブオーソ号・マオノエピ号は，3コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制

限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴールドブション号・ワイルドピット号・ラッキーゾーン号・キタノアゲイン号は，「タイムオーバーに

よる出走制限」のため，令和2年2月13日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アキトゴー号・キタノスイセイ号・ソレユケタケコ号・ニシノジェイピー号・フジコウキ号
（非抽選馬） 4頭 テントゥワン号・トーセンリミテッド号・ヤマヒビキ号・リョウランハート号

第１回 中山競馬 第５日



00051 1月13日 晴 良 （2中山1） 第5日 第3競走 ��
��1，800�3歳未勝利

発走10時55分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

816� リ ョ ウ ガ 牡3芦 56 O．マーフィーゴドルフィン 田中 博康 愛 Godolphin 462－121：55．2 12．9�
（英）

12 アコルドエール 牡3栗 56 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 494＋ 21：56．26 4．9�

24 ヤマノマタカ 牡3鹿 56 石川裕紀人澤村 敏雄氏 相沢 郁 浦河 大北牧場 468＋ 21：56．41 24．9�
35 � ミスターサンド 牡3栗 56 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 米

Hill ’n’ Dale
Equine Hold-
ings, Inc

474± 0 〃 クビ 1．5�
510 ロドルフォブレイン 牡3鹿 56 石橋 脩エンジェルレーシング� 尾関 知人 浦河 信岡牧場 540－ 21：57．25 19．0	
48 キークラウン 牡3栗 56

53 ▲山田 敬士北前孔一郎氏 黒岩 陽一 浦河 赤田牧場 498＋ 61：57．3� 81．0

47 � セイウンカゲロウ 牡3鹿 56 松岡 正海西山 茂行氏 奥平 雅士 米

Fred W. Hertrich
III & John D.
Fielding

494－ 61：57．51	 96．0�
611 ボントンルレ 牡3鹿 56 大野 拓弥ジャコモ合同会社 林 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 21：57．7
 159．8�
713 マイロングタイム 牡3鹿 56 勝浦 正樹佐藤 良二氏 藤原 辰雄 日高 賀張三浦牧場 452＋ 61：57．91	 53．8
612� トーヨースターオー 牡3栗 56 吉田 豊中嶋 宏氏 土田 稔 米 Chiyoda

Farm Co. Ltd 524－121：58．32� 7．6�
23 ミユキアウグストス 牡3栗 56 武藤 雅長井 純一氏 清水 英克 新ひだか 山際 智 518－ 41：58．51 131．4�
11 ラルナジェナ 牝3青鹿54 F．ミナリク �サンデーレーシング 奥村 武 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442＋121：58．6
 49．8�
（独）

815� ポンポンルージュ 牝3栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 米
Jeffrey K. Ramsey,
Stephanie E. Ramsey
& William K. Ramsey

474＋ 41：58．7� 295．2�
59 リモテソーロ 牡3鹿 56 西田雄一郎了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 新冠 つつみ牧場 504－101：58．8� 547．5�
36 � マイネルリベラル 牡3鹿 56 横山 武史 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 米 TNIP LLC 454＋ 62：00．8大差 198．2�
714 ワールドウィスラー 牡3鹿 56

55 ☆菊沢 一樹田頭 勇貴氏 深山 雅史 新ひだか 今 牧場 444± 02：02．6大差 551．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，848，600円 複勝： 134，887，800円 枠連： 16，378，600円
馬連： 76，073，500円 馬単： 43，724，700円 ワイド： 60，566，300円
3連複： 108，356，900円 3連単： 169，641，100円 計： 652，477，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 710円 � 330円 � 770円 枠 連（1－8） 2，290円

馬 連 �� 3，690円 馬 単 �� 8，890円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 2，640円 �� 830円

3 連 複 ��� 16，130円 3 連 単 ��� 101，140円

票 数

単勝票数 計 428486 的中 � 26442（4番人気）
複勝票数 計1348878 的中 � 48131（4番人気）� 118221（2番人気）� 43918（5番人気）
枠連票数 計 163786 的中 （1－8） 5542（8番人気）
馬連票数 計 760735 的中 �� 15975（9番人気）
馬単票数 計 437247 的中 �� 3685（21番人気）
ワイド票数 計 605663 的中 �� 13765（11番人気）�� 5697（21番人気）�� 19213（8番人気）
3連複票数 計1083569 的中 ��� 5036（42番人気）
3連単票数 計1696411 的中 ��� 1216（210番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―12．6―13．1―12．5―12．5―13．1―13．2―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―37．2―50．3―1：02．8―1：15．3―1：28．4―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�リ ョ ウ ガ �
�
父 Dubawi �

�
母父 Singspiel デビュー 2019．12．14 阪神10着

2017．4．30生 牡3芦 母 Jenny Lind 母母 Negligent 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔発走状況〕 リモテソーロ号は，馬場入場時に右後肢落鉄。発走時刻3分遅延。

リモテソーロ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネルリベラル号・ワールドウィスラー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年

2月13日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アウティスタ号・ガダルカナルカナ号・ゴールデンブランコ号
（非抽選馬） 2頭 ジェシーハート号・レヴィ号
※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。

00052 1月13日 晴 良 （2中山1） 第5日 第4競走 ��1，200�3歳新馬
発走11時25分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

47 ペイシャチャーム 牝3栗 54
51 ▲山田 敬士北所 直人氏 高市 圭二 浦河 �川 啓一 442 ―1：14．5 7．7�

815 ローズオブシャロン 牝3青鹿54 石橋 脩�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社
ノースヒルズ 458 ―1：14．71� 2．0�

23 スズカアイドル 牝3鹿 54 田辺 裕信永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 426 ―1：15．12� 3．9�
35 サンデスヴァレー 牝3鹿 54 吉田 豊 �加藤ステーブル 田島 俊明 日高 株式会社

ケイズ 396 ―1：15．73� 65．5�
48 カ ス ミ 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 松山 将樹 浦河 惣田 英幸 472 ― 〃 クビ 10．2�

611 スラーリドラーテ 牝3鹿 54
53 ☆野中悠太郎加藤 厚子氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 460 ―1：15．91 19．3	

24 ジュンヒトカップ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行河合 裕明氏 勢司 和浩 浦河 宮内牧場 482 ―1：16．32� 79．6

36 ラルジュトーン 牝3栗 54 大野 拓弥ディアレストクラブ� 新開 幸一 浦河 ディアレスト

クラブ 452 ―1：16．4� 18．9�
11 ミルクティーカラー 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子�テシオ 矢野 英一 浦河 大道牧場 400 ―1：16．5� 50．6
714 ダヴィンチノチョウ 牝3芦 54 田中 勝春國分 純氏 小野 次郎 日高 スマイルファーム 454 ―1：16．6� 189．4�
816 マサガッキー 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大山垣 政晴氏 青木 孝文 浦河 モトスファーム 476 ― 〃 アタマ 40．2�
713 ネイビーロマン 牝3黒鹿54 丸山 元気平賀 久枝氏 古賀 史生 日高 中原牧場 474 ― 〃 クビ 25．9�
612 ハ ヴ ォ ナ 牝3栗 54 丹内 祐次阿部 善武氏 松山 将樹 浦河 フクオカファーム 440 ―1：16．7� 73．6�
12 サンプルマン 牝3鹿 54 横山 和生 �加藤ステーブル 加藤 和宏 新冠 中地 義次 420 ―1：17．12� 61．4�
510 サンアンティモニー 牝3青鹿54 松岡 正海 �加藤ステーブル 藤原 辰雄 浦河 榊原 敏明 452 ― 〃 アタマ 30．9�
59 ザ ハ ロ ワ 牝3鹿 54 勝浦 正樹ホースアディクト天間 昭一 むかわ 桑原牧場 470 ―1：17．2� 145．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，340，500円 複勝： 47，297，900円 枠連： 20，667，100円
馬連： 65，062，300円 馬単： 32，758，600円 ワイド： 51，693，800円
3連複： 92，009，200円 3連単： 111，877，100円 計： 459，706，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 150円 � 110円 � 130円 枠 連（4－8） 500円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 2，350円

ワ イ ド �� 350円 �� 500円 �� 210円

3 連 複 ��� 1，020円 3 連 単 ��� 7，970円

票 数

単勝票数 計 383405 的中 � 39764（3番人気）
複勝票数 計 472979 的中 � 62305（3番人気）� 134271（1番人気）� 92229（2番人気）
枠連票数 計 206671 的中 （4－8） 31897（2番人気）
馬連票数 計 650623 的中 �� 57554（2番人気）
馬単票数 計 327586 的中 �� 10425（5番人気）
ワイド票数 計 516938 的中 �� 36194（2番人気）�� 23054（4番人気）�� 72555（1番人気）
3連複票数 計 920092 的中 ��� 67351（1番人気）
3連単票数 計1118771 的中 ��� 10169（12番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―12．8―13．1―12．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．8―36．6―49．7―1：02．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．7―3F37．9
3 ・（3，8）（11，15）（5，7）16（4，10）12（1，13）6－（2，14）＝9 4 ・（3，8）（11，15）5，7（4，16）（1，10）12（6，14，13）（2，9）

勝馬の
紹 介

ペイシャチャーム �
�
父 トゥザグローリー �

�
母父 ジャングルポケット 初出走

2017．5．12生 牝3栗 母 オリヒメチャーム 母母 ハイファッション 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔騎手変更〕 ミルクティーカラー号の騎手菅原明良は，第2競走での落馬負傷のため藤田菜七子に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 ヴィーナスブレス号・キョウエイブラック号・スプロール号・ツウカイヴィータ号・ピカンチワンラブ号・

ブランクチェック号・マターナルラヴ号・ロマーシカ号



00053 1月13日 晴 良 （2中山1） 第5日 第5競走 ��2，000�3歳未勝利
発走12時15分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

22 レッドルレーヴ 牝3鹿 54 C．ルメール �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 442＋ 62：01．7 1．3�
46 コトブキテティス 牝3黒鹿54 武藤 雅尾上 松壽氏 田島 俊明 新ひだか 斉藤スタッド 432－ 22：01．8� 17．0�
59 ル カ 牡3鹿 56 O．マーフィー 窪田 芳郎氏 戸田 博文 安平 追分ファーム 492＋ 42：02．33 29．4�

（英）

611 アピテソーロ 牡3青鹿56 田辺 裕信了德寺健二ホール
ディングス� 奥平 雅士 安平 追分ファーム 490＋ 62：02．4� 33．6�

34 グラスデスティーノ 牡3鹿 56 木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 松田牧場 482＋14 〃 アタマ 23．2	
47 トーセンワンダー 牡3栗 56 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 504＋ 42：02．5� 16．6�
712 ブレーナード 牡3鹿 56 F．ミナリク吉田 勝己氏 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 436＋102：02．81� 88．8�

（独）

713 ペ ル ー ジ ュ 牝3鹿 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 416－ 42：03．11� 148．8
23 デ ィ ン ブ ラ 牝3鹿 54 北村 宏司�ノースヒルズ 上原 博之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476＋162：03．2� 75．9�
58 マイネルラクスマン 牡3青鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 500＋ 22：03．3� 15．7�
11 タ イ ガ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹合同会社三度屋 柄崎 孝 新冠 オリエント牧場 502－ 42：03．72� 110．0�
610 フェデネージュ 牝3芦 54 吉田 隼人嶋田 賢氏 国枝 栄 新ひだか 服部 牧場 434＋ 22：04．02 121．2�
814 ブライドグルーム 牡3鹿 56 石橋 脩 �社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 22：04．31� 7．1�
815 サンヘイワード 牡3栗 56 西田雄一郎 �加藤ステーブル 青木 孝文 日高 株式会社

ケイズ B460＋ 42：04．72� 406．6�
35 トウカイマナ 牝3栗 54 柴田 善臣内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 454－ 82：06．18 197．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 50，781，400円 複勝： 213，661，800円 枠連： 23，632，900円
馬連： 88，103，800円 馬単： 61，349，700円 ワイド： 83，422，300円
3連複： 136，878，800円 3連単： 244，267，000円 計： 902，097，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 280円 � 450円 枠 連（2－4） 340円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 400円 �� 650円 �� 3，660円

3 連 複 ��� 6，270円 3 連 単 ��� 12，300円

票 数

単勝票数 計 507814 的中 � 311268（1番人気）
複勝票数 計2136618 的中 � 1608381（1番人気）� 57890（6番人気）� 31215（7番人気）
枠連票数 計 236329 的中 （2－4） 52384（1番人気）
馬連票数 計 881038 的中 �� 88181（4番人気）
馬単票数 計 613497 的中 �� 51998（4番人気）
ワイド票数 計 834223 的中 �� 58768（4番人気）�� 32745（7番人気）�� 5304（31番人気）
3連複票数 計1368788 的中 ��� 16363（19番人気）
3連単票数 計2442670 的中 ��� 14392（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．4―35．7―47．5―59．7―1：11．7―1：24．0―1：36．6―1：49．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．7
1
3
8，14，15－（5，7）10（2，4，11）－（1，9）3，12－（13，6）
8（14，15）（7，10）（2，11）4（1，9，6）5（12，3）13

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

勝馬の
紹 介

レッドルレーヴ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．10．19 東京2着

2017．2．16生 牝3鹿 母 ラストグルーヴ 母母 エアグルーヴ 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔騎手変更〕 ディンブラ号の騎手菅原明良は，第2競走での落馬負傷のため北村宏司に変更。
※出走取消馬 カイザーソウル号（疾病〔右後肢跛行〕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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 カンバラ号・トップブランド号
※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。

00054 1月13日 晴 良 （2中山1） 第5日 第6競走 ��
��1，600�3歳新馬

発走12時45分 （芝・右・外）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

59 フォースオブウィル 牡3栗 56 宮崎 北斗柳原 克哉氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 456 ―1：36．4 21．6�
35 � リーガルバトル 牡3黒鹿54 O．マーフィー 吉田 和美氏 高橋 文雅 豪 Arrowfield Pas-

toral Pty Ltd 504 ―1：36．61� 2．9�
（英）

510 ボウイッシュ 牝3鹿 54 武藤 雅山岡 重行氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 438 ―1：37．13 94．8�
11 � コスモストライカー 牡3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 加藤士津八 豪 Mill Park Stud

Pty Ltd, L Bibbo 478 ―1：37．31� 11．7�
36 ムーンライトリバー 牝3鹿 54 柴田 善臣山口 正行氏 中野 栄治 浦河 田中スタッド 436 ― 〃 クビ 4．8�
816 レオハイセンス 牝3鹿 54 黛 弘人	レオ 奥平 雅士 新ひだか 土田 扶美子 444 ―1：37．51 54．9

12 スズオリーブ 牝3鹿 54 内田 博幸森 達郎氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 430 ―1：37．6	 82．6�
815 コミックラン 牡3芦 56 木幡 巧也岡村 善行氏 牧 光二 新冠 山岡ファーム 460 ― 〃 ハナ 39．5�
47 テイエムクロホマレ 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 アイズスタッド株式会社 468 ―1：37．7	 276．9
611 ペイシャスワン 牝3栗 54

51 ▲山田 敬士北所 直人氏 本間 忍 平取 二風谷ファーム 454 ―1：37．91� 57．5�
23 スヴァジルファリ 牡3青 56 横山 武史吉田 千津氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 552 ―1：38．22 10．3�
48 アルファライン 牡3黒鹿56 松岡 正海田原 邦男氏 小島 茂之 新冠 秋田牧場 466 ―1：38．41� 56．3�
24 スティルアリス 牝3鹿 54 北村 宏司下河辺隆行氏 木村 哲也 日高 下河辺牧場 516 ― 〃 クビ 18．4�
713 レッドジョコンダ 牝3鹿 54 M．デムーロ 	東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新ひだか チャンピオンズファーム 538 ―1：38．61 3．2�
714 エアリアルシティー 牡3栗 56 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 480 ―1：38．7	 372．9�
612 ルティナアスール 牝3黒鹿54 菅原 隆一	アスール 石毛 善彦 新ひだか 石川 栄一 400 ―1：39．44 368．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，095，300円 複勝： 48，495，600円 枠連： 22，439，100円
馬連： 71，998，000円 馬単： 35，999，200円 ワイド： 53，846，800円
3連複： 99，855，400円 3連単： 120，888，100円 計： 495，617，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，160円 複 勝 � 440円 � 160円 � 1，290円 枠 連（3－5） 1，720円

馬 連 �� 3，490円 馬 単 �� 10，330円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 10，120円 �� 3，870円

3 連 複 ��� 57，520円 3 連 単 ��� 357，730円

票 数

単勝票数 計 420953 的中 � 15587（7番人気）
複勝票数 計 484956 的中 � 24999（7番人気）� 112898（1番人気）� 7449（13番人気）
枠連票数 計 224391 的中 （3－5） 10081（7番人気）
馬連票数 計 719980 的中 �� 15950（13番人気）
馬単票数 計 359992 的中 �� 2613（34番人気）
ワイド票数 計 538468 的中 �� 13060（13番人気）�� 1338（63番人気）�� 3544（35番人気）
3連複票数 計 998554 的中 ��� 1302（133番人気）
3連単票数 計1208881 的中 ��� 245（721番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―36．0―48．1―1：00．2―1：12．3―1：24．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．3―3F36．2

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

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

フォースオブウィル �
�
父 ローエングリン �

�
母父 ステイゴールド 初出走

2017．3．8生 牡3栗 母 ウマクイクトオモウ 母母 プリスティン 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の34頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）34頭 アイガーテソーロ号・アイリステソーロ号・アクロスティック号・アシュモレアン号・アルピニズム号・イヴ号・

イースセティクス号・ウィナーズバラード号・エドノフェリーチェ号・オーロアドーネ号・キクマツ号・
キタノポケット号・キングオブキャロル号・キングバーグ号・グラニュエル号・ゲンパチビーム号・
サクラシャムロック号・ジェイスマイル号・シュペルブルート号・スパイラルバンブー号・ツキサエル号・
トーセンチェイサー号・ナムラサバイバー号・ニシノアクシス号・パンゲア号・フォーチュネイト号・
ブランブランブラン号・ベストレイドプラン号・ホウオウエンジェル号・マグニフィクス号・メリディアン号・
ラインシュプール号・レジュノア号・ワイアヴィー号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



00055 1月13日 晴 良 （2中山1） 第5日 第7競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・右）（500万円以下）

負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

712 ステイホット 牝4栗 54 横山 典弘小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B476＋ 81：11．8 5．3�
59 シ ー ク エ ル 牝5芦 55

54 ☆菊沢 一樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 菊沢 隆徳 新ひだか 岡田スタツド 532－161：12．11� 10．1�

23 アテンフェアリー 牝4黒鹿54 岩部 純二齊藤 直信氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 464＋ 21：12．2� 157．9�
46 アッシャムス 牝4鹿 54 松岡 正海�桑田牧場 武井 亮 浦河 桑田牧場 B484＋ 21：12．3� 21．7�
815 ハルワタート 牝4黒鹿54 横山 武史�下河辺牧場 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 472＋141：12．51� 7．1	
22 セイドアモール 牝4鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 浦河 荻伏三好フ
アーム 500＋14 〃 クビ 3．3


47 トーアシオン 牡4栗 56 江田 照男高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 500＋ 2 〃 ハナ 4．7�
11 コウユークロガヨカ 牡4黒鹿56 内田 博幸加治屋貞光氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 B474＋ 61：12．6クビ 12．0�
814 ニシノアマタ 牝4栗 54

53 ☆野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 浦河 谷川牧場 468＋10 〃 ハナ 41．9
34 カッチョエペペ 牝4栗 54 木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 新冠 川島牧場 444＋ 4 〃 クビ 18．7�
713 アイムソーグレイト 牡4栗 56 柴田 善臣平井 裕氏 藤原 辰雄 浦河 岡部牧場 464＋ 21：12．7� 32．6�
58 シゲルジルコン 牝4栗 54 西田雄一郎森中 蕃氏 田中 剛 新ひだか グランド牧場 492＋ 21：12．8クビ 68．5�
611 ファインダッシュ 牡8黒鹿57 田中 勝春井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 B522＋ 4 〃 クビ 19．5�
35 	 キョウエイガウディ 牡6鹿 57

54 ▲小林 凌大田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 沖田 忠幸 B512± 01：13．22� 194．2�
610	 クリノモリゾ 牝5鹿 55 木幡 初也栗本 博晴氏 天間 昭一 新冠 上井農場 446－111：14．79 248．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 47，809，100円 複勝： 67，349，300円 枠連： 21，990，000円
馬連： 97，189，000円 馬単： 41，484，100円 ワイド： 74，855，800円
3連複： 138，071，700円 3連単： 157，512，800円 計： 646，261，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 230円 � 330円 � 3，970円 枠 連（5－7） 2，180円

馬 連 �� 2，950円 馬 単 �� 5，460円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 11，690円 �� 21，260円

3 連 複 ��� 129，280円 3 連 単 ��� 551，670円

票 数

単勝票数 計 478091 的中 � 71032（3番人気）
複勝票数 計 673493 的中 � 90496（3番人気）� 55110（5番人気）� 3585（14番人気）
枠連票数 計 219900 的中 （5－7） 7794（11番人気）
馬連票数 計 971890 的中 �� 25524（11番人気）
馬単票数 計 414841 的中 �� 5691（22番人気）
ワイド票数 計 748558 的中 �� 17729（14番人気）�� 1619（68番人気）�� 888（83番人気）
3連複票数 計1380717 的中 ��� 801（224番人気）
3連単票数 計1575128 的中 ��� 207（1120番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．7―12．3―12．1―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―34．1―46．4―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ステイホット �
�
父 キャプテントゥーレ �

�
母父 Iffraaj デビュー 2018．11．3 東京3着

2016．3．13生 牝4栗 母 ステイアライヴ 母母 Pursuit of Life 14戦2勝 賞金 22，450，000円
〔騎手変更〕 セイドアモール号の騎手菅原明良は，第2競走での落馬負傷のため丹内祐次に変更。
※出走取消馬 グランミューク号（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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エンパイアシュアー号
（非抽選馬） 1頭 フレンドアリス号

00056 1月13日 晴 良 （2中山1） 第5日 第8競走 ��1，800�4歳以上2勝クラス
発走13時50分 （ダート・右）（1000万円以下）

牝；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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
1：48．5
1：47．6

重
重

810 ベルキューズ 牝4栗 54 C．ルメール �ローレルレーシング 武井 亮 新冠 村田牧場 B488＋ 81：53．1 4．2�
22 カリーニョミノル 牝6鹿 55 北村 宏司吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 506－ 21：53．31� 29．1�
55 オデュッセイア 牝5栗 55 大野 拓弥吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 476± 01：53．72� 8．7�
66 ロジシルキー 牝4黒鹿54 池添 謙一久米田正明氏 大竹 正博 新冠 オリエント牧場 548＋ 4 〃 クビ 4．4�
44 サイモンジルバ 牝5鹿 55 丸山 元気澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 三嶋牧場 458＋ 21：54．33� 66．6�
77 レトロフィット 牝4鹿 54 田辺 裕信吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 484－ 4 〃 ハナ 1．9	
33 ニシノアメイズ 牝4鹿 54 松岡 正海西山 茂行氏 松山 将樹 日高 長谷川 一男 504＋ 41：54．4クビ 15．9

78 フレッシビレ 牝5栗 55 丹内 祐次�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 518＋ 41：55．78 145．6�
89 ヤマイチジャスティ 牝7鹿 55

52 ▲山田 敬士菊地 祐司氏 高市 圭二 浦河 信岡牧場 484－ 21：56．02 106．0
11 ゴーインピース 牝4栗 54 石川裕紀人下河辺俊行氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 436＋ 81：56．42� 29．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 58，454，500円 複勝： 90，710，800円 枠連： 15，251，000円
馬連： 92，297，500円 馬単： 54，013，800円 ワイド： 74，814，300円
3連複： 140，359，000円 3連単： 284，464，900円 計： 810，365，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 250円 � 800円 � 280円 枠 連（2－8） 6，390円

馬 連 �� 5，470円 馬 単 �� 8，510円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 620円 �� 2，000円

3 連 複 ��� 10，830円 3 連 単 ��� 53，240円

票 数

単勝票数 計 584545 的中 � 109923（2番人気）
複勝票数 計 907108 的中 � 103164（3番人気）� 25438（7番人気）� 89234（4番人気）
枠連票数 計 152510 的中 （2－8） 1849（17番人気）
馬連票数 計 922975 的中 �� 13055（14番人気）
馬単票数 計 540138 的中 �� 4756（23番人気）
ワイド票数 計 748143 的中 �� 13222（15番人気）�� 32971（7番人気）�� 9262（18番人気）
3連複票数 計1403590 的中 ��� 9713（29番人気）
3連単票数 計2844649 的中 ��� 3873（135番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―36．9―49．4―1：01．7―1：14．2―1：26．9―1：39．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．9
1
3
・（2，6，10）7，1，3，8，9，4－5・（2，6）10，7，3，1（4，9）8，5

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

勝馬の
紹 介

ベルキューズ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2018．8．25 札幌11着

2016．2．7生 牝4栗 母 オーシャンフリート 母母 ウインクパール 16戦3勝 賞金 38，050，000円
※ゴーインピース号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



00057 1月13日 晴 良 （2中山1） 第5日 第9競走 ��
��2，400�

な り た

成 田 特 別
発走14時25分 （ダート・右）
4歳以上，2勝クラス（1000万円以下），31．1．5以降2．1．6まで1回以上出走馬；負担重
量は，ハンデキャップ

成田市長賞（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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
2：28．8
2：28．6

重
不良

59 テトラルキア �5鹿 56 C．ルメール 吉田 照哉氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 486± 02：34．7 2．6�
47 � ラ ラ ロ ワ �5黒鹿54 木幡 巧也飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B510± 02：35．55 48．9�
510 サクラアリュール 牡5栗 56 北村 宏司�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 B472＋102：35．82 4．5�
816 ヴィジョンオブラヴ 牡5青鹿55 O．マーフィー 大塚 亮一氏 新開 幸一 新冠 佐藤牧場 496＋ 22：35．9クビ 8．1�

（英）

611 キタサンヴィクター 牡5鹿 55 横山 典弘�大野商事 本田 優 浦河 辻 牧場 518＋12 〃 クビ 15．9	
713 リキサンダイオー 牡7黒鹿55 横山 和生 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 470＋ 6 〃 アタマ 9．0

23 フーズサイド 牡4黒鹿53 武士沢友治西森 功氏 堀井 雅広 新ひだか 友田牧場 488＋102：36．32	 70．4�
35 クリノカポネ �5鹿 54 津村 明秀栗本 博晴氏 谷 潔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442－ 82：36．5
 24．7�
11 ファイトアローン 牡5栗 54 黛 弘人�前川企画 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 542＋ 42：36．81
 9．9
24 シ ゲ ノ ブ 牡5黒鹿54 石橋 脩玉腰 勇吉氏 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 B516＋ 82：37．11
 31．9�
612 メイショウイッポン 牡6鹿 53 柴田 大知松本 和子氏 大橋 勇樹 様似 様似共栄牧場 490－ 62：37．31	 238．3�
815 リ ヴ ィ エ ラ 牡4鹿 54 柴山 雄一 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム B502＋ 82：37．72	 15．8�
714 オワゾードール 牡5鹿 52 吉田 隼人 Viridian Keiba Club 久保田貴士 千歳 社台ファーム 490＋162：37．8	 207．8�
36 オペラハット 牡9鹿 52 藤田菜七子小菅 定雄氏 森 秀行 平取 高橋 啓 470－ 4 〃 ハナ 132．9�
48 ネ コ マ ヒ カ 牡5栗 54 横山 武史節 英司氏 山内 研二 新ひだか 原 弘之 532＋ 82：38．22	 34．8�
12 ワイルドシング 牡5黒鹿54 池添 謙一 �カナヤマホール

ディングス 飯田 祐史 新ひだか 前田ファーム 452＋18 （競走中止） 25．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 59，100，100円 複勝： 100，048，700円 枠連： 41，915，400円
馬連： 146，044，600円 馬単： 56，050，700円 ワイド： 111，473，600円
3連複： 227，068，500円 3連単： 254，106，500円 計： 995，808，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 880円 � 170円 枠 連（4－5） 2，360円

馬 連 �� 9，080円 馬 単 �� 12，630円

ワ イ ド �� 2，710円 �� 360円 �� 3，840円

3 連 複 ��� 12，830円 3 連 単 ��� 77，010円

票 数

単勝票数 計 591001 的中 � 179849（1番人気）
複勝票数 計1000487 的中 � 228321（1番人気）� 19453（12番人気）� 163244（2番人気）
枠連票数 計 419154 的中 （4－5） 13718（10番人気）
馬連票数 計1460446 的中 �� 12460（31番人気）
馬単票数 計 560507 的中 �� 3328（49番人気）
ワイド票数 計1114736 的中 �� 9879（34番人気）�� 89585（1番人気）�� 6907（47番人気）
3連複票数 計2270685 的中 ��� 13265（42番人気）
3連単票数 計2541065 的中 ��� 2392（262番人気）

ハロンタイム 13．2―11．9―13．4―13．1―13．0―13．3―13．4―12．8―12．5―12．8―12．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．2―25．1―38．5―51．6―1：04．6―1：17．9―1：31．3―1：44．1―1：56．6―2：09．4―2：22．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テトラルキア �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Montjeu デビュー 2017．11．26 東京14着

2015．4．29生 �5鹿 母 マリアロワイヤル 母母 Notable 9戦3勝 賞金 35，747，000円
〔競走中止〕 ワイルドシング号は，競走中に前進気勢を欠いたため2周目向正面で競走中止。
〔制裁〕 ララロワ号の騎手木幡巧也は，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：10番）
〔調教再審査〕 ワイルドシング号は，競走中に前進気勢を欠き，2周目向正面で競走を中止し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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 イルフォーコン号・ベルウッドカザン号・ミラクルヒッター号・ロードストライク号
（非抽選馬） 1頭 ワイルドゲーム号
※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。

00058 1月13日 晴 良 （2中山1） 第5日 第10競走 ��
��1，200�

はつはる

初春ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下），31．1．5以降2．1．6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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

24 � リュウノユキナ 牡5芦 56 柴田 善臣蓑島 竜一氏 小野 次郎 新ひだか 藤川フアーム 498－221：10．9 4．7�
11 アーバンイェーガー 牡6黒鹿55 O．マーフィー 西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 520＋ 81：11．11� 15．2�

（英）

35 オリオンパッチ 牡4黒鹿55 田辺 裕信陳 立文氏 加藤 征弘 浦河 バンブー牧場 502＋ 2 〃 クビ 4．7�
59 � サザンヴィグラス 牡5鹿 56 丸山 元気村山 忠弘氏 根本 康広 日高 株式会社カ

ネツ牧場 496＋ 6 〃 ハナ 6．2�
714 スナークライデン 牡6芦 54 石橋 脩杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 482＋ 21：11．31� 32．4�
47 クインズラミントン 牡6鹿 55 大野 拓弥亀田 和弘氏 池上 昌和 新冠 新冠橋本牧場 B488＋ 6 〃 ハナ 5．7�
611 アルーアキャロル 	7栗 55 柴山 雄一 	シルクレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 502＋ 6 〃 クビ 17．0

23 ラ レ ー タ 牡6栗 55 F．ミナリク�G1レーシング 林 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋121：11．4クビ 45．8�
（独）

815 スピーディクール 	6栗 54 丸田 恭介ライオンレースホース� 石栗 龍彦 日高 Shall Farm B488＋ 41：11．5
 63．5
816 マンカストラップ 牡6青鹿54 丹内 祐次	ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 502＋ 61：11．71� 61．8�
510 レ イ ダ ー 牡6鹿 56 M．デムーロ石川 達絵氏 堀 宣行 安平 追分ファーム B540＋ 81：11．8� 10．1�
612 ヴィルトファン 牝4黒鹿52 横山 武史 �カナヤマホール

ディングス 高柳 瑞樹 平取 赤石牧場 506＋ 2 〃 アタマ 18．3�
36 � アスタースウィング 牡6栗 56 池添 謙一加藤 久枝氏 中竹 和也 米 WinStar

Farm, LLC B520＋ 21：12．01� 22．1�
12 エターナルフレイム 	6栗 54 武藤 雅岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 折手牧場 526－ 21：12．42� 56．3�
713 スズカグラーテ 牝6黒鹿53 内田 博幸永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 B472－ 21：12．5クビ 34．4�
48 ヘ ル デ ィ ン 牝6青鹿52 北村 宏司金山 敏也氏 千田 輝彦 新冠 有限会社 大

作ステーブル 442－ 81：14．7大差 25．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 70，237，300円 複勝： 121，725，300円 枠連： 56，487，300円
馬連： 209，873，900円 馬単： 75，986，300円 ワイド： 153，375，300円
3連複： 331，913，000円 3連単： 365，421，500円 計： 1，385，019，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 190円 � 400円 � 170円 枠 連（1－2） 2，560円

馬 連 �� 3，560円 馬 単 �� 5，460円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 560円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 5，070円 3 連 単 ��� 31，350円

票 数

単勝票数 計 702373 的中 � 119108（1番人気）
複勝票数 計1217253 的中 � 178518（3番人気）� 62443（6番人気）� 205948（1番人気）
枠連票数 計 564873 的中 （1－2） 17055（12番人気）
馬連票数 計2098739 的中 �� 45676（11番人気）
馬単票数 計 759863 的中 �� 10423（14番人気）
ワイド票数 計1533753 的中 �� 31947（8番人気）�� 74124（2番人気）�� 30932（9番人気）
3連複票数 計3319130 的中 ��� 49029（8番人気）
3連単票数 計3654215 的中 ��� 8450（52番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．1―12．0―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．7―45．7―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�リュウノユキナ �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 ク ロ フ ネ （9戦1勝 賞金 25，913，000円）

2015．5．16生 牡5芦 母 ネ オ カ ラ ー 母母 ナ ギ サ 12戦2勝 賞金 48，819，000円
地方デビュー 2017．6．21 門別

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔騎手変更〕 マンカストラップ号の騎手菅原明良は，第2競走での落馬負傷のため丹内祐次に変更。
※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） 6頭 オーヴァーライト号・グッドラックサマー号・シアーライン号・スピリットワンベル号・スリーランディア号・

ノーフィアー号
※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。

２レース目



00059 1月13日 晴 良 （2中山1） 第5日 第11競走 ��
��1，600�第36回フェアリーステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右・外）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金
1，800万円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 35，000，000円 14，000，000円 8，800，000円 5，300，000円 3，500，000円
付 加 賞 581，000円 166，000円 83，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

11 スマイルカナ 牝3芦 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 新ひだか 木田牧場 420＋ 41：34．0 8．4�
48 チェーンオブラブ 牝3栗 54 石橋 脩�ノースヒルズ 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458－101：34．42	 17．7�
35 ポレンティア 牝3青鹿54 池添 謙一 �シルクレーシング 田中 博康 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 41：34．61
 12．1�
510 シャインガーネット 牝3栗 54 O．マーフィー 山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 460± 0 〃 アタマ 3．9�

（英）

23 ソーユーフォリア 牝3黒鹿54 武藤 雅濵本 洋輔氏 高柳 瑞樹 浦河 日進牧場 444－121：34．7	 74．0	
611 アヌラーダプラ 牝3鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 464± 01：34．8	 2．0

59 ウインドラブリーナ 牝3黒鹿54 �島 良太福原 正博氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 414－ 21：35．33 127．7�
612 フルートフルデイズ 牝3黒鹿54 木幡 巧也飯田 正剛氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 452－ 61：35．4クビ 484．2�
36 セイウンヴィーナス 牝3青鹿54 野中悠太郎西山 茂行氏 本間 忍 浦河 大柳ファーム 446＋ 8 〃 ハナ 126．3
713 メイプルプレゼント 牝3黒鹿54 横山 和生節 英司氏 高市 圭二 新冠 安達 洋生 444－ 4 〃 アタマ 396．1�
714 カインドリー 牝3黒鹿54 田辺 裕信 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田村 康仁 新ひだか 田上 徹 440－ 4 〃 アタマ 33．2�
816 ハローキャンディ 牝3鹿 54 F．ミナリク中西 純穂氏 久保田貴士 浦河 浦河小林牧場 434＋ 61：35．5	 92．6�

（独）

24 ダイワクンナナ 牝3鹿 54 北村 宏司大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 494＋161：35．71
 11．3�
47 ペコリーノロマーノ 牝3鹿 54 吉田 隼人平田 修氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 438＋ 21：35．8� 14．6�
12 ウィーンソナタ 牝3青鹿54 大野 拓弥星野 �男氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 486－ 21：36．33 351．3�
815 ニシノステラ 牝3鹿 54 藤田菜七子西山 茂行氏 小西 一男 日高 西山牧場 430－ 21：37．36 99．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 330，725，600円 複勝： 332，231，400円 枠連： 141，677，300円
馬連： 904，255，700円 馬単： 373，038，500円 ワイド： 495，634，800円
3連複： 1，451，293，100円 3連単： 2，357，794，300円 計： 6，386，650，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 280円 � 380円 � 330円 枠 連（1－4） 1，930円

馬 連 �� 4，510円 馬 単 �� 8，320円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 1，510円 �� 2，160円

3 連 複 ��� 15，040円 3 連 単 ��� 93，230円

票 数

単勝票数 計3307256 的中 � 313656（3番人気）
複勝票数 計3322314 的中 � 331867（3番人気）� 218695（6番人気）� 258270（4番人気）
枠連票数 計1416773 的中 （1－4） 56673（9番人気）
馬連票数 計9042557 的中 �� 165107（15番人気）
馬単票数 計3730385 的中 �� 33589（29番人気）
ワイド票数 計4956348 的中 �� 93548（14番人気）�� 85000（15番人気）�� 58415（23番人気）
3連複票数 計14512931 的中 ��� 72337（44番人気）
3連単票数 計23577943 的中 ��� 18335（262番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．2―34．9―47．0―59．0―1：10．8―1：22．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F35．0

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スマイルカナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2019．7．27 新潟1着

2017．3．22生 牝3芦 母 エーシンクールディ 母母 Catalina 4戦3勝 賞金 52，812，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 インターミッション号・オーロラフラッシュ号・カイトレッド号・サナチャン号・シホノレジーナ号・

ジュエルタワー号・チアチアクラシカ号・フェルミスフィア号
※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。

00060 1月13日 晴 良 （2中山1） 第5日 第12競走 ��
��2，200�4歳以上1勝クラス

発走16時10分 （500万円以下） （芝・右・外）
負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．7

良
良

510 ネ ガ イ 牝4鹿 54 津村 明秀石川 達絵氏 奥村 武 日高 白井牧場 458＋ 22：15．8 5．6�
47 エ レ ベ ル 牝4鹿 54 田辺 裕信吉田 照哉氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 412＋ 22：16．01� 20．6�
36 ス マ イ ル 牡4鹿 56 M．デムーロ石川 達絵氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 522＋18 〃 クビ 4．6�
24 ラヴィアンレーヴ 牡4鹿 56 O．マーフィー �キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 446－ 22：16．21� 4．5�

（英）

23 ジューンバラード 牝4青鹿54 吉田 隼人吉川 潤氏 堀井 雅広 平取 稲原牧場 426± 0 〃 クビ 54．2�
612	 アルスラーン 牡5黒鹿 57

54 ▲小林 凌大小泉 修氏 小西 一男 新ひだか 前谷 武志 498± 02：16．3
 42．9	
35 マイネルミュトス 牡4青 56 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 472－ 2 〃 ハナ 14．0�
815 フラッフィーベア 牝4鹿 54

51 ▲藤田菜七子 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 438＋ 8 〃 ハナ 30．2�
816 パシフィスタ �4黒鹿56 西田雄一郎 �キャロットファーム 中川 公成 安平 ノーザンファーム B462－222：16．4� 53．9
714 ファントムグレイ 牡7芦 57 木幡 初也山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 440＋122：16．61� 149．8�
48 タンタグローリア 牝6鹿 55 横山 武史
G1レーシング 田島 俊明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 404－ 62：16．81� 42．4�
59 レ ロ ー ヴ 牝6鹿 55

54 ☆野中悠太郎今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 506＋122：17．22� 229．0�
11 	 レッドリュンヌ 牝7栗 55

52 ▲山田 敬士Mr．ホース 南田美知雄 安平 ノーザンファーム 438＋12 〃 クビ 219．6�
713 プ ル ク ラ 牡4栗 56 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 464－ 42：17．51� 7．7�
12 ウェストブルック �5黒鹿57 C．ルメール �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 502＋ 2 〃 ハナ 4．0�
611 ノーブルエイム 牝5栗 55 井上 敏樹下河辺隆行氏 松永 康利 日高 下河辺牧場 486－342：18．03 199．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 122，196，900円 複勝： 156，484，300円 枠連： 49，668，900円
馬連： 262，354，200円 馬単： 101，286，400円 ワイド： 191，783，600円
3連複： 400，779，200円 3連単： 497，142，300円 計： 1，781，695，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 200円 � 500円 � 190円 枠 連（4－5） 3，820円

馬 連 �� 6，980円 馬 単 �� 12，270円

ワ イ ド �� 2，150円 �� 520円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 11，470円 3 連 単 ��� 75，670円

票 数

単勝票数 計1221969 的中 � 172454（4番人気）
複勝票数 計1564843 的中 � 227998（4番人気）� 65221（7番人気）� 231246（3番人気）
枠連票数 計 496689 的中 （4－5） 10071（19番人気）
馬連票数 計2623542 的中 �� 29103（20番人気）
馬単票数 計1012864 的中 �� 6190（38番人気）
ワイド票数 計1917836 的中 �� 21969（19番人気）�� 101363（5番人気）�� 29054（17番人気）
3連複票数 計4007792 的中 ��� 26204（34番人気）
3連単票数 計4971423 的中 ��� 4763（243番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―13．1―12．8―13．0―13．0―11．6―11．7―11．8―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．5―37．6―50．4―1：03．4―1：16．4―1：28．0―1：39．7―1：51．5―2：03．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ネ ガ イ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2019．1．20 中京3着

2016．2．23生 牝4鹿 母 ラヴィアンフルール 母母 フィジーガール 6戦2勝 賞金 18，600，000円
〔騎手変更〕 ジューンバラード号の騎手菅原明良は，第2競走での落馬負傷のため吉田隼人に変更。
※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 シゲルシイタケ号
※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。

４レース目



（2中山1）第5日 1月13日 （祝日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 184頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

241，060，000円
27，470，000円
1，850，000円
28，060，000円
76，748，500円
5，332，000円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
944，602，300円
1，524，574，100円
447，523，900円
2，160，137，500円
966，901，300円
1，474，981，800円
3，360，134，800円
4，930，114，600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 15，808，970，300円

総入場人員 22，715名 （有料入場人員 20，695名）
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