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00085 1月25日 曇 稍重 （2中山1） 第8日 第1競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時10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

714 ドラゴンズバック 牡3鹿 56
54 △木幡 育也田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 サンローゼン 454－ 61：12．3 3．4�

36 スターファイター 牡3鹿 56 O．マーフィー �YGGホースクラブ 田島 俊明 新冠 川上牧場 476± 01：12．72� 2．0�
（英）

12 イデアイホマジョル 牡3青 56 丸山 元気益田 修一氏 和田 雄二 新ひだか 西川富岡牧場 448＋ 2 〃 クビ 26．9�
713 ソ ラ ン 牡3黒鹿56 吉田 豊鈴木 康弘氏 古賀 史生 新ひだか 本桐牧場 520± 01：12．91 6．4�
611 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 446－ 21：13．53� 15．2	
48 キ ク 牝3鹿 54

53 ☆野中悠太郎石瀬 浩三氏 相沢 郁 日高 豊洋牧場 466＋161：13．6� 26．6

24 コ ッ ヘ ル 牡3栗 56 津村 明秀上野 直樹氏 清水 英克 浦河 ヒダカフアーム 482－ 61：13．7� 27．9�
612 キリシマダイオウ 牡3栗 56 菅原 隆一西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 468＋ 21：13．8クビ 601．4�
59 ゼンダンロマン 牡3芦 56 松岡 正海渡邊 善男氏 藤原 辰雄 青森 有限会社

ラークヒルズ 456＋ 4 〃 クビ 33．8
35 ランバダフレイバー 牡3鹿 56 内田 博幸尾田 信夫氏 久保田貴士 浦河 丸幸小林牧場 436－ 21：14．01 23．2�
47 タニセンシロッコ 牡3栃栗56 江田 照男染谷 幸雄氏 加藤士津八 浦河 梅田牧場 446± 01：14．63� 51．1�
815 シゲルケレス 牡3鹿 56 的場 勇人森中 蕃氏 的場 均 新ひだか 福岡 駿弥 482＋ 21：14．7� 165．0�
23 キンバーライト 牡3鹿 56 F．ミナリク河原 義宏氏 畠山 吉宏 浦河 ディアレスト

クラブ B504＋10 〃 クビ 114．1�
（独）

510 ミスターサスケ 牡3栗 56 横山 和生平本 敏夫氏 加藤 和宏 浦河 山口 義彦 522 ―1：14．8� 87．3�
816 グ ラ ン バ ル 牡3鹿 56 大野 拓弥�ターフ・スポート和田 雄二 日高 奥山 博 466＋ 2 〃 ハナ 40．4�
11 ソ リ ス ト 牡3黒鹿 56

55 ☆菊沢 一樹 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 474＋161：15．01� 221．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，328，600円 複勝： 49，735，400円 枠連： 17，512，000円
馬連： 61，250，500円 馬単： 30，866，900円 ワイド： 55，868，100円
3連複： 105，303，700円 3連単： 125，621，800円 計： 478，487，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 110円 � 390円 枠 連（3－7） 200円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 200円 �� 1，160円 �� 940円

3 連 複 ��� 2，710円 3 連 単 ��� 9，310円

票 数

単勝票数 計 323286 的中 � 75458（2番人気）
複勝票数 計 497354 的中 � 105759（2番人気）� 150321（1番人気）� 19074（7番人気）
枠連票数 計 175120 的中 （3－7） 66051（1番人気）
馬連票数 計 612505 的中 �� 115344（1番人気）
馬単票数 計 308669 的中 �� 27062（2番人気）
ワイド票数 計 558681 的中 �� 88127（1番人気）�� 10633（13番人気）�� 13369（10番人気）
3連複票数 計1053037 的中 ��� 29130（7番人気）
3連単票数 計1256218 的中 ��� 9774（19番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．8―12．2―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．6―46．8―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドラゴンズバック �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2019．7．13 福島7着

2017．5．1生 牡3鹿 母 イゾラトウショウ 母母 ブリストウショウ 6戦1勝 賞金 8，400，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

00086 1月25日 曇 稍重 （2中山1） 第8日 第2競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時40分 （ダート・右）

牝；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

610 ナリノクリスティー 牝3青鹿54 M．デムーロ成塚 清志氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 442＋ 41：56．9 3．1�
58 タッシーアレッタ 牝3鹿 54 松岡 正海吉岡 輝美氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 434＋ 81：57．64 5．9�
814 クリノテルチャン 牝3栗 54 横山 和生栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 山田牧場 480－ 21：57．7� 5．6�
57 ナーシサステソーロ 牝3芦 54 武藤 雅了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 幌村牧場 424－ 21：58．12� 3．0�
712 ダンスグルーヴィ 牝3鹿 54 田辺 裕信 �社台レースホース大竹 正博 千歳 社台ファーム 450－ 41：58．52� 7．9	
69 カ リ カ ン テ 牝3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 482＋ 61：59．45 25．8

11 キタノエスポワール 牝3栗 54 的場 勇人北所 直人氏 高橋 義博 浦河 東栄牧場 426－121：59．5� 206．8�
45 ドリームロマン 牝3鹿 54 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 474－ 21：59．6� 89．5�
33 エコロダンサー 牝3黒鹿 54

53 ☆野中悠太郎原村 正紀氏 根本 康広 千歳 社台ファーム 408－ 21：59．7クビ 110．4
813 バイオレットモーヴ 牝3栗 54 木幡 巧也下河辺隆行氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 464－ 6 〃 ハナ 166．8�
711 キ ー リ ア 牝3鹿 54 大野 拓弥 �カタオカファーム中野 栄治 新ひだか カタオカフアーム 448－ 82：00．12� 19．3�
22 ヴァンタンジェンヌ 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹村田 滋氏 柄崎 孝 浦河 成隆牧場 386－ 42：00．31� 318．4�
46 イッツエルメス 牝3鹿 54

52 △木幡 育也星加 浩一氏 畠山 吉宏 新冠 アサヒ牧場 464－ 22：00．51� 179．6�
34 ヴ ィ ル ベ ル 牝3栗 54 武士沢友治吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 426＋122：01．24 99．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 30，330，200円 複勝： 46，859，200円 枠連： 15，327，600円
馬連： 57，429，100円 馬単： 28，115，800円 ワイド： 45，713，700円
3連複： 82，929，400円 3連単： 101，152，000円 計： 407，857，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 170円 � 180円 枠 連（5－6） 330円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，610円

ワ イ ド �� 390円 �� 420円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，640円 3 連 単 ��� 7，250円

票 数

単勝票数 計 303302 的中 � 76538（2番人気）
複勝票数 計 468592 的中 � 88495（2番人気）� 70930（3番人気）� 61309（4番人気）
枠連票数 計 153276 的中 （5－6） 35537（1番人気）
馬連票数 計 574291 的中 �� 43641（3番人気）
馬単票数 計 281158 的中 �� 13056（4番人気）
ワイド票数 計 457137 的中 �� 30268（4番人気）�� 27687（6番人気）�� 31340（3番人気）
3連複票数 計 829294 的中 ��� 37865（6番人気）
3連単票数 計1011520 的中 ��� 10104（14番人気）

ハロンタイム 12．8―12．3―13．7―13．7―12．7―12．5―12．9―13．0―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．1―38．8―52．5―1：05．2―1：17．7―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4F51．7―3F39．2
1
3
・（1，7）（4，10）14（9，8）（3，13，12）（2，6，11）＝5・（1，7）－10（4，14）（8，12）9，3，11，13（2，6）－5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナリノクリスティー �
�
父 トゥザワールド �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2019．10．26 東京4着

2017．4．2生 牝3青鹿 母 ギャラリートーク 母母 ヒットザスポット 2戦1勝 賞金 6，200，000円

第１回 中山競馬 第８日



00087 1月25日 曇 稍重 （2中山1） 第8日 第3競走 ��
��1，800�3歳未勝利

発走11時10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

812 サニートーク 牡3芦 56 M．デムーロ陳 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 470－ 21：55．5 10．2�

55 オーシャンバローズ 牡3鹿 56 O．マーフィー 猪熊 広次氏 奥村 武 むかわ 真壁 信一 470± 01：55．6� 4．0�
（英）

44 ヒ ロ キ ン グ 牡3鹿 56 内田 博幸澤田 孝之氏 黒岩 陽一 新冠 武田 修一 496＋ 61：55．91� 6．3�
710� 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

468－ 6 〃 ハナ 2．3�
56 トキメキナイス 牡3鹿 56 江田 照男片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 日高 門別牧場 462± 01：56．21� 23．6�
22 エメラルホープ 牡3黒鹿56 石橋 脩高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 526－ 81：56．3クビ 162．2�
11 � アウティスタ 牝3鹿 54 武藤 雅 	ビッグレッドファーム 水野 貴広 米 University

of Kentucky 456± 01：56．62 220．2

811 ジーマックス 牡3鹿 56 松岡 正海佐野 信幸氏 中舘 英二 日高 豊洋牧場 532－ 4 〃 アタマ 4．7�
33 エ ス ペ ル ト 牡3青鹿56 北村 宏司�ラ・メール 池上 昌和 新ひだか 田中 裕之 482＋ 21：56．81 114．4
67 キ ヨ セ 牡3鹿 56 木幡 巧也中村 祐子氏 新開 幸一 新ひだか 小野 秀治 452＋ 41：56．9� 104．7�
68 ペイシャジャングル 牡3鹿 56

55 ☆菊沢 一樹北所 直人氏 深山 雅史 平取 二風谷ファーム 486－ 21：59．2大差 228．3�
79 ニシノハヤシゲル 牡3黒鹿56 F．ミナリク西山 茂行氏 矢野 英一 新ひだか 棚川 光男 B498－ 21：59．3� 25．2�

（独）

（12頭）

売 得 金
単勝： 39，680，900円 複勝： 62，208，200円 枠連： 12，447，500円
馬連： 61，639，400円 馬単： 30，295，900円 ワイド： 49，304，400円
3連複： 85，869，300円 3連単： 114，249，700円 計： 455，695，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 200円 � 160円 � 180円 枠 連（5－8） 560円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 5，150円

ワ イ ド �� 570円 �� 840円 �� 580円

3 連 複 ��� 4，120円 3 連 単 ��� 29，070円

票 数

単勝票数 計 396809 的中 � 30862（5番人気）
複勝票数 計 622082 的中 � 72797（5番人気）� 105021（3番人気）� 92972（4番人気）
枠連票数 計 124475 的中 （5－8） 17081（3番人気）
馬連票数 計 616394 的中 �� 26519（8番人気）
馬単票数 計 302959 的中 �� 4411（20番人気）
ワイド票数 計 493044 的中 �� 22596（7番人気）�� 14589（12番人気）�� 21943（8番人気）
3連複票数 計 858693 的中 ��� 15631（15番人気）
3連単票数 計1142497 的中 ��� 2849（97番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．8―37．8―50．7―1：03．2―1：15．7―1：28．4―1：41．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サニートーク �
�
父 トランセンド �

�
母父 Black Tie Affair デビュー 2019．10．26 東京6着

2017．5．9生 牡3芦 母 タ イ ト ー ク 母母 Highland Talk 3戦1勝 賞金 6，400，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

00088 1月25日 晴 稍重 （2中山1） 第8日 第4競走 ��
��1，200�3歳新馬

発走11時40分 （ダート・右）
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

816 ブランクチェック 牝3栗 54 大野 拓弥ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 480 ―1：12．3 18．5�

713 マ ッ ク ス 牡3栗 56 津村 明秀石川 達絵氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 480 ― 〃 クビ 2．5�
611 ブルーミスト 牝3鹿 54 田辺 裕信ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500 ―1：12．4� 15．9�
36 シャークスコーブ 牡3鹿 56 M．デムーロ �シルクレーシング 上原 博之 安平 ノーザンファーム 462 ―1：13．25 7．2�
510 ロ マ ー シ カ 牝3栗 54 O．マーフィー �シルクレーシング 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 452 ―1：14．15 4．8�

（英）

612 ラストヘビー 牡3鹿 56 柴田 善臣平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 502 ―1：14．31� 76．5	
48 ゴーウィズザフロー 牡3鹿 56 石橋 脩
イージス 大和田 成 安平 ノーザンファーム 496 ―1：14．61	 33．8�
35 ヴィーナスブレス 牝3栗 54 北村 宏司西森 功氏 高橋 裕 新冠 オリエント牧場 466 ―1：14．7	 19．7�
59 メイショウウラコイ 牡3鹿 56 F．ミナリク松本 好雄氏 坂口 智康 浦河 林 孝輝 454 ―1：14．8� 83．8

（独）

12 ザサンアップライト 牡3栗 56 高野 和馬 
ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 440 ―1：14．9	 251．1�

815 マターナルラヴ 牝3鹿 54 武藤 雅岡田 牧雄氏 尾形 和幸 浦河 谷川牧場 458 ―1：15．0	 17．3�
24 ヒットパレード 牝3黒鹿54 宮崎 北斗小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 440 ―1：15．74 297．3�
11 
 メサテソーロ 牝3青鹿54 武 豊了德寺健二ホール

ディングス
 栗田 徹 米 Clearsky
Farms 520 ― 〃 クビ 4．9�

47 ユ ー シ オ 牡3鹿 56 吉田 豊北浦 博樹氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 426 ―1：16．01� 340．5�
714 ス プ ロ ー ル 牝3鹿 54 木幡 巧也 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 岩戸 孝樹 新ひだか 松田牧場 444 ― 〃 ハナ 166．3�
23 ピカンチワンラブ 牝3鹿 54 横山 和生�ミルファーム 土田 稔 新ひだか 谷岡牧場 408 ―1：16．85 52．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，634，600円 複勝： 57，737，200円 枠連： 17，372，600円
馬連： 60，975，800円 馬単： 29，089，200円 ワイド： 51，184，900円
3連複： 87，565，100円 3連単： 100，743，600円 計： 446，303，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，850円 複 勝 � 310円 � 150円 � 310円 枠 連（7－8） 1，190円

馬 連 �� 2，880円 馬 単 �� 7，670円

ワ イ ド �� 910円 �� 1，980円 �� 820円

3 連 複 ��� 8，960円 3 連 単 ��� 67，130円

票 数

単勝票数 計 416346 的中 � 17952（7番人気）
複勝票数 計 577372 的中 � 41022（5番人気）� 132139（1番人気）� 40994（6番人気）
枠連票数 計 173726 的中 （7－8） 11299（5番人気）
馬連票数 計 609758 的中 �� 16387（9番人気）
馬単票数 計 290892 的中 �� 2843（28番人気）
ワイド票数 計 511849 的中 �� 14559（8番人気）�� 6414（25番人気）�� 16329（7番人気）
3連複票数 計 875651 的中 ��� 7327（29番人気）
3連単票数 計1007436 的中 ��� 1088（218番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．6―12．4―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．2―47．6―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブランクチェック �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Coronado’s Quest 初出走

2017．4．24生 牝3栗 母 チャリティークエスト 母母 Sweet Charity 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 メサテソーロ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔調教再審査〕 メサテソーロ号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の23頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）23頭 アイドルヲサガセ号・エクセルチェイサー号・エメラルディ号・キアナポラリス号・グラスエメラルダ号・

サンディロン号・サーブルルミエール号・シゲルパック号・ジニービーチ号・ジャックオレンジ号・
シュライクス号・ツウカイヴィータ号・ドントクライマリア号・ニシノリーチキング号・ハピネスサンダー号・
ハリスン号・フルオブウィット号・ベルダリーター号・ポッシビリテ号・マリノエヴァ号・ムーンダイアローグ号・
ラブアドベンチャー号・レイルチル号

※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。



00089 1月25日 晴 良 （2中山1） 第8日 第5競走 ��2，200�3歳未勝利
発走12時30分 （芝・右・外）

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
2：10．1
2：09．7

良
良

611 カ ン バ ラ 牝3栗 54 M．デムーロゴドルフィン 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 480－ 82：16．8 13．7�

35 アルディエンテ 牡3青 56 横山 典弘�G1レーシング 古賀 慎明 安平 追分ファーム 474－ 62：17．43� 9．9�
46 ウシュバテソーロ 牡3鹿 56 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 514－ 2 〃 ハナ 4．9�
58 エルバルーチェ 牝3栗 54 田辺 裕信 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム 450± 0 〃 アタマ 4．1�
11 プモリテソーロ 牡3黒鹿56 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 日高 下河辺牧場 484± 02：17．72 8．0	
47 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 478－ 42：17．91� 11．4

815 ココリミネルヴァ 牝3黒鹿54 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 酒井 秀紀 424－ 42：18．21� 132．3�
610 オルプランタン 牝3鹿 54 F．ミナリク岡田 牧雄氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 430± 02：18．3� 74．4�

（独）

59 スプリッツァー 牡3栗 56
55 ☆菊沢 一樹古賀 禎彦氏 菊沢 隆徳 新冠 村上 欽哉 470± 02：18．4� 11．8

712 サ ク ラ イ ロ 牝3黒鹿54 丸山 元気 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 450－ 22：18．61� 9．6�
713 ウインドジャマー 牡3鹿 56 O．マーフィー 多田 信尊氏 藤沢 和雄 苫小牧 藤澤 昭勝 490± 0 〃 クビ 5．0�

（英）

22 エクステンデット 牡3栗 56 吉田 豊�ラ・メール 奥村 武 新冠 松浦牧場 438＋ 8 〃 ハナ 136．6�
34 ジンフラッシュ 牡3青鹿56 武士沢友治長谷川清英氏 小野 次郎 浦河 上山牧場 484± 02：18．7� 384．8�
23 コスモカモミール 牡3黒鹿 56

54 △木幡 育也岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 日高 門別牧場 448＋ 22：19．55 351．7�
814 ブルークレール 牝3黒鹿54 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 B456＋ 62：20．67 269．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 42，867，500円 複勝： 70，855，100円 枠連： 21，922，300円
馬連： 78，167，800円 馬単： 32，211，800円 ワイド： 64，492，300円
3連複： 115，732，200円 3連単： 124，863，700円 計： 551，112，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，370円 複 勝 � 390円 � 290円 � 200円 枠 連（3－6） 5，400円

馬 連 �� 7，000円 馬 単 �� 15，950円

ワ イ ド �� 2，260円 �� 1，350円 �� 860円

3 連 複 ��� 14，360円 3 連 単 ��� 102，980円

票 数

単勝票数 計 428675 的中 � 24941（9番人気）
複勝票数 計 708551 的中 � 42243（9番人気）� 62316（6番人気）� 104435（2番人気）
枠連票数 計 219223 的中 （3－6） 3146（18番人気）
馬連票数 計 781678 的中 �� 8646（34番人気）
馬単票数 計 322118 的中 �� 1514（69番人気）
ワイド票数 計 644923 的中 �� 7137（35番人気）�� 12223（22番人気）�� 19936（9番人気）
3連複票数 計1157322 的中 ��� 6042（68番人気）
3連単票数 計1248637 的中 ��� 879（443番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．2―37．4―51．0―1：04．3―1：17．1―1：28．8―1：40．9―1：52．9―2：04．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．9
1
3
14－（2，13）15（1，8）11，12（3，7，10）6（4，9）5
11（14，13，15）（8，5）（10，7）（2，12）（1，6）（4，9）3

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

勝馬の
紹 介

カ ン バ ラ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Forest Wildcat デビュー 2019．12．1 中山6着

2017．2．14生 牝3栗 母 カトゥーンバ 母母 Elizabeth Bay 2戦1勝 賞金 5，100，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

00090 1月25日 曇 良 （2中山1） 第8日 第6競走 ��
��2，000�3歳新馬

発走13時00分 （芝・右）
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
1：57．8
1：56．1

良
良

59 イマジナリーライン 牡3栗 56 F．ミナリク �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 496 ―2：08．3 4．5�
（独）

612 ブラウローゼン 牝3芦 54 O．マーフィー �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 474 ―2：08．4� 3．1�
（英）

815 ハーツシンフォニー 牡3青鹿56 柴田 善臣 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 日高 下河辺牧場 480 ―2：08．5� 14．8�
816 ファインアイリス 牝3黒鹿54 大野 拓弥井山 登氏 奥村 武 新冠 岩見牧場 428 ―2：08．6� 10．1�
510 エドノフェリーチェ 牝3芦 54 津村 明秀遠藤 喜松氏 相沢 郁 新ひだか フジワラフアーム 460 ―2：08．81� 59．4	
611 マイネルエルガー 牡3栗 56 松岡 正海 �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 458 ― 〃 ハナ 12．2

12 マグニフィクス 牡3栗 56 石橋 脩 �社台レースホース松下 武士 千歳 社台ファーム 480 ― 〃 クビ 23．4�
48 アースブレイブ 牡3青鹿56 田中 勝春松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 富田牧場 448 ―2：09．01 109．6�
713 キングスタイル 牝3黒鹿54 武 豊廣崎利洋HD� 矢作 芳人 新ひだか 藤原牧場 406 ― 〃 クビ 4．2
11 アイリステソーロ 牝3鹿 54 伊藤 工真了德寺健二ホール

ディングス� 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 400 ―2：09．1	 234．8�
35 アトラクトボイス 牡3鹿 56 木幡 巧也大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社

大原ファーム 424 ―2：09．2� 94．9�
47 アイガーテソーロ 牡3鹿 56 武藤 雅了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 新ひだか 山際牧場 490 ― 〃 ハナ 45．3�
24 ルージュカプリス 牝3栗 54

52 △木幡 育也 �友駿ホースクラブ 菊川 正達 新ひだか 三石橋本牧場 406 ―2：10．810 89．9�
23 キタノブルー 牡3鹿 56 横山 典弘 DMMドリームクラブ� 国枝 栄 日高 下河辺牧場 466 ―2：11．12 8．7�
714 ウインネクタル 牡3栗 56

55 ☆野中悠太郎�ウイン 畠山 吉宏 新冠 トド岩高原銀河農
場物語有限会社 468 ―2：12．27 319．4�

36 ヤングチョウサン 牝3栗 54 井上 敏樹�チョウサン 和田 雄二 平取 坂東牧場 386 ―2：15．5大差 297．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，644，100円 複勝： 60，741，900円 枠連： 18，003，600円
馬連： 65，039，400円 馬単： 30，132，200円 ワイド： 54，400，900円
3連複： 87，298，700円 3連単： 97，096，300円 計： 458，357，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 160円 � 150円 � 290円 枠 連（5－6） 640円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，780円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，210円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 3，680円 3 連 単 ��� 15，620円

票 数

単勝票数 計 456441 的中 � 80255（3番人気）
複勝票数 計 607419 的中 � 105299（2番人気）� 119413（1番人気）� 42691（6番人気）
枠連票数 計 180036 的中 （5－6） 21488（2番人気）
馬連票数 計 650394 的中 �� 48256（2番人気）
馬単票数 計 301322 的中 �� 12642（4番人気）
ワイド票数 計 544009 的中 �� 34422（2番人気）�� 11069（15番人気）�� 12658（12番人気）
3連複票数 計 872987 的中 ��� 17790（10番人気）
3連単票数 計 970963 的中 ��� 4506（31番人気）

ハロンタイム 13．4―12．7―14．5―13．5―13．3―12．6―12．5―12．1―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．4―26．1―40．6―54．1―1：07．4―1：20．0―1：32．5―1：44．6―1：56．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F35．8
1
3

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

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

イマジナリーライン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Starborough 初出走

2017．5．9生 牡3栗 母 ウォートルベリー 母母 Rotina 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤングチョウサン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年2月25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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 キエンセラ号・ジュネス号・デルニエエトワール号・ノーブルフローラ号・ファイティング号・ミキノルミナス号・

リチュアルダンス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



00091 1月25日 曇 良 （2中山1） 第8日 第7競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時30分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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
1：48．5
1：47．6

重
重

66 メダリオンモチーフ 牝5黒鹿55 O．マーフィー 吉田 和美氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 448＋ 81：53．9 2．0�
（英）

22 ペイシャキュウ 牝4鹿 54
53 ☆野中悠太郎北所 直人氏 蛯名 利弘 新冠 隆栄牧場 424± 0 〃 アタマ 5．1�

11 シャルロッテミノル 牝4鹿 54
52 △木幡 育也吉岡 實氏 中舘 英二 浦河 金成吉田牧場 530＋ 61：54．64 32．2�

78 ネオヴィットーリア 牝6黒鹿55 吉田 豊小林 仁幸氏 古賀 史生 日高 メイプルファーム 462± 01：55．13 6．9�
33 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± 01：55．41� 36．7�
55 エリスライト 牝5鹿 55 M．デムーロ �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 464＋161：55．61� 11．3	
79 アラゴネーゼ 牝4芦 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 484＋ 6 〃 クビ 7．3�
44 � ケイティマドンナ 牝4栗 54 田辺 裕信瀧本 和義氏 勢司 和浩 新ひだか 岡野牧場 472＋ 81：56．55 9．4�
811 アナザークイーン 牝4黒鹿54 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム B460－ 41：57．24 84．3
67 � アンフィーサ 牝5栗 55 横山 和生谷口 祐人氏 藤原 辰雄 安平 追分ファーム 482－ 41：57．41� 429．8�
810 ラ テ ィ カ 牝5鹿 55 F．ミナリク吉田 照哉氏 青木 孝文 千歳 社台ファーム 502＋141：59．2大差 39．8�

（独）

（11頭）

売 得 金
単勝： 56，902，200円 複勝： 64，896，100円 枠連： 14，848，300円
馬連： 82，399，300円 馬単： 46，981，600円 ワイド： 58，838，200円
3連複： 104，441，600円 3連単： 172，216，300円 計： 601，523，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 170円 � 600円 枠 連（2－6） 600円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，130円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 4，380円 3 連 単 ��� 13，870円

票 数

単勝票数 計 569022 的中 � 220201（1番人気）
複勝票数 計 648961 的中 � 187862（1番人気）� 97843（2番人気）� 17605（8番人気）
枠連票数 計 148483 的中 （2－6） 19128（2番人気）
馬連票数 計 823993 的中 �� 99240（1番人気）
馬単票数 計 469816 的中 �� 39904（1番人気）
ワイド票数 計 588382 的中 �� 58050（3番人気）�� 12492（13番人気）�� 8083（22番人気）
3連複票数 計1044416 的中 ��� 17867（14番人気）
3連単票数 計1722163 的中 ��� 9001（42番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．8―37．8―50．9―1：03．7―1：16．3―1：28．8―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メダリオンモチーフ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2017．12．28 中山7着

2015．5．18生 牝5黒鹿 母 パーフェクトジョイ 母母 ユーワジョイナー 7戦2勝 賞金 17，600，000円
〔制裁〕 ネオヴィットーリア号の騎手吉田豊は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラティカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年2月25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。

00092 1月25日 曇 良 （2中山1） 第8日 第8競走 ��
��1，200�4歳以上2勝クラス

発走14時00分 （1000万円以下） （ダート・右）
負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

22 キタノオドリコ 牝4鹿 54 F．ミナリク河内 孝夫氏 相沢 郁 日高 増尾牧場 488－ 41：11．1 12．7�
（独）

11 サンマルベスト 牡4栗 56 畑端 省吾相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 468－ 81：11．31� 49．5�

610 エアコンヴィーナ 牝5黒鹿55 武 豊 �ラッキーフィールド大竹 正博 様似 猿倉牧場 460＋ 4 〃 ハナ 2．9�
46 ショウナンガナドル 牡4黒鹿56 横山 典弘国本 哲秀氏 田中 剛 浦河 谷川牧場 494＋141：11．4クビ 7．2�
814 ピ ナ ク ル ズ 	7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 506＋ 4 〃 クビ 21．8�
711 サーストンバーラム 牡4栗 56 内田 博幸齊藤 宣勝氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 472＋161：11．61
 22．2	
58 スーパーアキラ 牡5栗 57 津村 明秀井山 登氏 矢野 英一 浦河 山下 恭茂 B512－ 2 〃 アタマ 44．1

57 � ミッキーハイド 牡5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± 01：11．7クビ 3．7�
33 エースロッカー 	5栗 57 岩部 純二西森 功氏 中川 公成 新冠 カミイスタット 486± 01：11．91
 19．5�
45 ホ ノ カ 牝6鹿 55

54 ☆野中悠太郎岡田 壮史氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド B474－ 4 〃 クビ 165．6
69 � エタニティーワルツ 牡7黒鹿57 丸山 元気村島 昭男氏 大和田 成 新ひだか 及川 幸夫 B500＋ 21：12．11
 31．5�
813 アルミューテン 牝6栗 55 吉田 豊伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 498＋ 41：12．31
 38．8�
34 マイネルバトゥータ 牡4鹿 56 木幡 巧也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新ひだか 築紫 洋 500－ 21：12．4� 170．4�
712 ナリノメジャー 牝6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 488＋ 41：13．35 5．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 56，723，400円 複勝： 83，505，300円 枠連： 21，379，500円
馬連： 104，348，400円 馬単： 45，387，800円 ワイド： 80，558，300円
3連複： 146，977，600円 3連単： 168，626，100円 計： 707，506，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，270円 複 勝 � 260円 � 1，030円 � 150円 枠 連（1－2） 11，570円

馬 連 �� 18，450円 馬 単 �� 31，250円

ワ イ ド �� 3，870円 �� 580円 �� 2，830円

3 連 複 ��� 19，650円 3 連 単 ��� 172，670円

票 数

単勝票数 計 567234 的中 � 35645（5番人気）
複勝票数 計 835053 的中 � 81485（4番人気）� 15330（12番人気）� 187188（1番人気）
枠連票数 計 213795 的中 （1－2） 1431（28番人気）
馬連票数 計1043484 的中 �� 4383（50番人気）
馬単票数 計 453878 的中 �� 1089（87番人気）
ワイド票数 計 805583 的中 �� 5130（43番人気）�� 38604（4番人気）�� 7063（32番人気）
3連複票数 計1469776 的中 ��� 5607（67番人気）
3連単票数 計1686261 的中 ��� 708（534番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．5―12．2―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―34．0―46．2―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キタノオドリコ �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 Danzig デビュー 2018．8．18 新潟14着

2016．4．29生 牝4鹿 母 ブライドウッド 母母 Braiswick 12戦3勝 賞金 29，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 エースロッカー号の騎手岩部純二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9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。



00093 1月25日 曇 良 （2中山1） 第8日 第9競走 ��
��1，800�

く れ た け

呉 竹 賞
発走14時35分 （ダート・右）
3歳，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

56 � セ ラ ン 牝3黒鹿54 武 豊�ノースヒルズ 松永 幹夫 米 Cres Ran,
LLC 480－ 21：54．5 6．4�

711 ピ オ ノ ノ 牡3黒鹿56 O．マーフィー 金子真人ホールディングス� 奥村 武 安平 ノーザンファーム 508＋18 〃 クビ 5．4�
（英）

710� シアトルテソーロ 牡3鹿 56 大野 拓弥了德寺健二ホール
ディングス� 栗田 徹 米 John

Cummins 494＋ 41：54．82 14．6�
33 マイネルアストリア 牡3鹿 56 津村 明秀 �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 484－ 2 〃 アタマ 171．0�
45 コバルトウィング 牡3芦 56 丸山 元気 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 506－101：54．9クビ 3．7	
68 ショウナンマリオ 牡3黒鹿56 田辺 裕信�湘南 加藤士津八 浦河 高昭牧場 466± 01：55．21� 3．3

11 ヒルノブルージュ 牡3黒鹿56 横山 典弘�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 米田牧場 470± 01：55．41 30．8�
69 モ ル タ ル 牡3芦 56 内田 博幸阿部 友弘氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 484＋ 4 〃 ハナ 40．1�
44 サンダーブリッツ 牡3黒鹿56 F．ミナリク草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 482＋ 2 〃 クビ 20．8

（独）

812� アメリカンフェイス 牡3栗 56 石橋 脩吉澤 克己氏 戸田 博文 米 George
Krikorian 476＋ 21：56．03	 15．5�

22 サトノラファール 牡3栗 56 松岡 正海 �サトミホースカンパニー 中竹 和也 千歳 社台ファーム 542－ 41：56．1� 11．4�
57 キョウエイゴー 牡3黒鹿56 武藤 雅田中 晴夫氏 萱野 浩二 新冠 松浦牧場 500－ 21：56．63 81．7�
813 エコロタイガー 牡3芦 56 木幡 巧也原村 正紀氏 岩戸 孝樹 浦河 宮内牧場 526－ 81：57．23	 275．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 68，170，100円 複勝： 106，827，500円 枠連： 24，643，700円
馬連： 135，572，900円 馬単： 54，998，400円 ワイド： 95，436，900円
3連複： 193，073，900円 3連単： 231，687，900円 計： 910，411，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 220円 � 200円 � 330円 枠 連（5－7） 1，640円

馬 連 �� 2，310円 馬 単 �� 4，510円

ワ イ ド �� 860円 �� 1，830円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 10，500円 3 連 単 ��� 43，980円

票 数

単勝票数 計 681701 的中 � 84599（4番人気）
複勝票数 計1068275 的中 � 131343（4番人気）� 153583（3番人気）� 72910（5番人気）
枠連票数 計 246437 的中 （5－7） 11614（7番人気）
馬連票数 計1355729 的中 �� 45363（9番人気）
馬単票数 計 549984 的中 �� 9131（17番人気）
ワイド票数 計 954369 的中 �� 29408（9番人気）�� 13153（22番人気）�� 18054（15番人気）
3連複票数 計1930739 的中 ��� 13788（37番人気）
3連単票数 計2316879 的中 ��� 3819（161番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．1―38．0―51．0―1：03．3―1：15．6―1：28．4―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．9
1
3
6（10，11）3（2，7，12）（1，4）（8，13）－5，9
6（10，11）3（2，7，12，8）（1，4）5－9－13

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

勝馬の
紹 介

�セ ラ ン �
�
父 Uncle Mo �

�
母父 Tiznow デビュー 2019．7．28 札幌1着

2017．2．25生 牝3黒鹿 母 Tiz Miz Sue 母母 Sue’s Good News 4戦2勝 賞金 21，448，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

00094 1月25日 曇 良 （2中山1） 第8日 第10競走 ��
��1，600�

し の の め

東 雲 賞
発走15時10分 （芝・右・外）
4歳以上，2勝クラス（1000万円以下），31．1．19以降2．1．19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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

810 スーパーブレイク 牡6黒鹿56 吉田 豊堂守 貴志氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 478＋ 21：36．0 5．8�
55 アフランシール 牝4鹿 53 田辺 裕信前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494－ 81：36．31� 4．0�
44 ボールドジャパン 牡9鹿 52 江田 照男増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 武田 修一 524＋ 2 〃 クビ 77．9�
33 グ レ イ シ ア 牝4鹿 52 F．ミナリク吉田 勝己氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：36．51� 11．0�

（独）

11 アンブロークン 牡4栗 55 O．マーフィー 馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 518＋ 41：36．6	 3．0�
（英）

78 エメラルスター 牡6黒鹿55 大野 拓弥高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 462＋ 6 〃 クビ 14．0�
66 サ ン ク ロ ワ 牡7栗 54 内田 博幸	G1レーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム B488＋121：36．7クビ 29．2

67 アドマイヤシナイ 牡6鹿 54 丸山 元気近藤 旬子氏 上原 博之 洞
湖 レイクヴィラファーム 476－ 2 〃 ハナ 26．5�
22 アルトリウス �6鹿 55 北村 宏司	G1レーシング 高橋 文雅 安平 追分ファーム B466＋ 21：36．8� 7．0�
811 ビヨンジオール 牡8鹿 54 石橋 脩林 正道氏 的場 均 新ひだか 城地 清満 522－ 21：36．9アタマ 60．3
79 ラストプリマドンナ 牝5鹿 53 津村 明秀 �シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 458＋ 8 〃 アタマ 10．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 63，338，500円 複勝： 87，453，800円 枠連： 25，735，600円
馬連： 142，526，000円 馬単： 57，039，400円 ワイド： 91，472，400円
3連複： 187，108，400円 3連単： 250，510，600円 計： 905，184，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 190円 � 170円 � 1，090円 枠 連（5－8） 1，230円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 2，550円

ワ イ ド �� 530円 �� 6，450円 �� 5，120円

3 連 複 ��� 35，400円 3 連 単 ��� 155，760円

票 数

単勝票数 計 633385 的中 � 87016（3番人気）
複勝票数 計 874538 的中 � 129266（3番人気）� 158863（1番人気）� 15000（11番人気）
枠連票数 計 257356 的中 （5－8） 16140（6番人気）
馬連票数 計1425260 的中 �� 89085（2番人気）
馬単票数 計 570394 的中 �� 16737（7番人気）
ワイド票数 計 914724 的中 �� 48522（4番人気）�� 3479（46番人気）�� 4395（44番人気）
3連複票数 計1871084 的中 ��� 3964（92番人気）
3連単票数 計2505106 的中 ��� 1166（445番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―25．0―37．2―49．0―1：00．8―1：12．5―1：24．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

スーパーブレイク �
�
父 ブレイクランアウト �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．10．2 中山4着

2014．4．13生 牡6黒鹿 母 ウェディングフジコ 母母 ウェディングハニー 24戦3勝 賞金 45，454，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



00095 1月25日 曇 良 （2中山1） 第8日 第11競走 ��
��1，800�アレキサンドライトステークス

発走15時45分 （ダート・右）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下）；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

12 フィードバック 牡4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± 01：51．6 4．1�
510 メイショウササユリ 牝6黒鹿55 横山 和生松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 508－ 81：52．02� 47．6�
48 ブライトンロック 牡6黒鹿57 田辺 裕信坂巻 勝彦氏 田中 清隆 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474－ 4 〃 クビ 19．0�
23 リョウランヒーロー 牡6黒鹿57 菊沢 一樹佐藤 啓子氏 小野 次郎 新ひだか 米田牧場 484± 01：52．21 169．3�
47 カ ナ シ バ リ 牝4鹿 54 江田 照男由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 512＋ 21：52．3クビ 19．7�
612 アシャカトブ 牡4栗 56 武藤 雅吉冨 学氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田牧場 506＋10 〃 アタマ 5．2	
611	 メイクハッピー 牝4鹿 54 大野 拓弥吉田 和子氏 新開 幸一 米 Reddam

Racing, LLC 490＋161：52．4� 38．9

24 エムオーグリッタ 牡6鹿 57 津村 明秀大浅 貢氏 古賀 慎明 安平 
橋本牧場 B496－ 61：53．46 15．5�
713 テイエムチェロキー 牡6鹿 57 O．マーフィー 竹園 正繼氏 杉山 晴紀 新冠 カミイスタット 492－ 61：53．5� 7．4�

（英）

714 リワードアンヴァル 牡4栗 56 武 豊宮﨑 冴子氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社
リワード 518＋ 41：53．6クビ 2．8

36 フォースライン 牡6黒鹿57 石橋 脩吉田 勝己氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 512－ 21：53．7� 25．0�
35 グラスブルース 牡6鹿 57 木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B528＋ 61：53．8クビ 63．6�
11 シ ベ リ ウ ス 牡7栗 57 柴田 善臣浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B470－ 41：53．9� 192．0�
815 フクサンローズ 牝6鹿 55 野中悠太郎小沼 博氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 452－ 21：54．43 239．9�
816 バンブトンハート 牝4青鹿54 田中 勝春樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 浦河 谷川牧場 506＋ 61：55．78 25．6�
59 � スターライトブルー 牡6黒鹿57 吉田 豊青芝商事� 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506－ 61：56．01� 189．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 117，976，700円 複勝： 184，912，300円 枠連： 78，504，100円
馬連： 364，176，100円 馬単： 133，991，400円 ワイド： 220，980，600円
3連複： 568，325，600円 3連単： 688，899，600円 計： 2，357，766，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 200円 � 820円 � 390円 枠 連（1－5） 5，340円

馬 連 �� 6，490円 馬 単 �� 9，700円

ワ イ ド �� 2，180円 �� 1，300円 �� 4，630円

3 連 複 ��� 26，280円 3 連 単 ��� 128，750円

票 数

単勝票数 計1179767 的中 � 228462（2番人気）
複勝票数 計1849123 的中 � 304114（2番人気）� 49581（10番人気）� 118272（6番人気）
枠連票数 計 785041 的中 （1－5） 11377（19番人気）
馬連票数 計3641761 的中 �� 43486（24番人気）
馬単票数 計1339914 的中 �� 10351（33番人気）
ワイド票数 計2209806 的中 �� 26131（27番人気）�� 44583（14番人気）�� 12056（44番人気）
3連複票数 計5683256 的中 ��� 16218（82番人気）
3連単票数 計6888996 的中 ��� 3879（381番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．3―36．5―48．8―1：00．8―1：13．1―1：25．7―1：38．2

コーナー
通過順位

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

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

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4黒鹿 母 エンドレスビジネス 母母 ベンチャービジネス 6戦4勝 賞金 52，684，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

00096 1月25日 曇 良 （2中山1） 第8日 第12競走 ��1，600�4歳以上1勝クラス
発走16時25分 （芝・右・外）（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
1：30．3
1：30．3

良
良

48 バールドバイ 牡5鹿 57 北村 宏司ゴドルフィン 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 512＋201：34．7 12．0�

510 ヘイワノツカイ 牡4栗 56 石橋 脩星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 460＋ 61：34．91� 7．9�
47 レディードリー 牝4青鹿54 柴田 善臣小林 博雄氏 深山 雅史 新冠 秋田牧場 440＋101：35．11� 71．3�
35 フジマサディープ 牡4鹿 56

55 ☆野中悠太郎藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 山岸 康 500＋ 41：35．2� 78．3�
611 ラ イ ル 牡4鹿 56 M．デムーロ �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 492＋101：35．51� 6．9�
815 レッドクレオス 牡4栗 56 O．マーフィー 	東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 474＋ 2 〃 アタマ 4．6


（英）

11 ショーヒデキラ 牡4鹿 56 武 豊吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 日進牧場 486＋10 〃 アタマ 8．3�
713 ウインメルシー 牝4鹿 54 津村 明秀	ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 462± 01：35．6クビ 13．3�
36 リバーシブルレーン 牡4青鹿56 大野 拓弥吉田 照哉氏 高木 登 千歳 社台ファーム 442＋ 61：35．92 15．5
714 アーザムブルー 牡6黒鹿57 吉田 豊 �シルクレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：36．0� 4．7�
612 コールザチューン 牝4鹿 54 横山 典弘 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 488＋10 〃 クビ 18．2�
816 マサノアッレーグラ 牝5芦 55 丸山 元気中村 時子氏 大竹 正博 日高 道見牧場 502－ 21：36．21 26．3�
59 ヒドゥンパラメータ 牡6鹿 57 伊藤 工真薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 466± 01：36．41 41．0�
24 マジックリアリズム 牝4鹿 54 田辺 裕信 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム 444－ 2 〃 アタマ 19．4�
12 � ハワイアンダンサー 牝5鹿 55 武藤 雅前迫 義幸氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 470＋ 61：36．5� 79．4�
23 � ヒラボクプレミアム 牡5青 57 F．ミナリク	平田牧場 田中 剛 日高 下河辺牧場 448± 01：36．92� 182．5�

（独）

（16頭）

売 得 金
単勝： 98，690，000円 複勝： 138，012，900円 枠連： 53，999，600円
馬連： 210，440，900円 馬単： 79，861，900円 ワイド： 161，390，900円
3連複： 322，532，100円 3連単： 374，819，500円 計： 1，439，747，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 430円 � 280円 � 1，470円 枠 連（4－5） 3，220円

馬 連 �� 4，720円 馬 単 �� 9，060円

ワ イ ド �� 1，710円 �� 9，770円 �� 6，670円

3 連 複 ��� 82，360円 3 連 単 ��� 401，980円

票 数

単勝票数 計 986900 的中 � 65657（6番人気）
複勝票数 計1380129 的中 � 85334（6番人気）� 145271（3番人気）� 21566（14番人気）
枠連票数 計 539996 的中 （4－5） 12987（17番人気）
馬連票数 計2104409 的中 �� 34484（20番人気）
馬単票数 計 798619 的中 �� 6607（38番人気）
ワイド票数 計1613909 的中 �� 24908（21番人気）�� 4205（80番人気）�� 6180（69番人気）
3連複票数 計3225321 的中 ��� 2937（232番人気）
3連単票数 計3748195 的中 ��� 676（1226番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．1―35．5―47．1―58．9―1：10．8―1：22．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．8

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

勝馬の
紹 介

バールドバイ �
�
父 Dubawi �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2017．11．19 東京3着

2015．2．14生 牡5鹿 母 ポップアイコン 母母 ピンクタートル 7戦2勝 賞金 30，304，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（2中山1）第8日 1月25日（土曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 170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

193，570，000円
25，340，000円
1，300，000円
21，450，000円
71，243，000円
4，675，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
694，286，800円
1，013，744，900円
321，696，400円
1，423，965，600円
598，972，300円
1，029，641，600円
2，087，157，600円
2，550，487，100円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 9，719，952，300円

総入場人員 17，898名 （有料入場人員 16，375名）
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