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00097 1月26日 小雨 稍重 （2中山1） 第9日 第1競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時10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
1：08．7
1：08．7

重
重

611 サ ツ キ マ ス 牝3鹿 54 O．マーフィー 越村 哲男氏 田島 俊明 平取 坂東牧場 460＋ 21：13．1 1．7�
（英）

815 グ ル ア ー ブ 牝3鹿 54 柴田 善臣 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 林 徹 新ひだか 岡田スタツド 426－ 61：13．73� 4．3�

713 トーレスデルパイネ 牝3栗 54 岩部 純二�ミルファーム 萱野 浩二 浦河 山下 恭茂 468＋101：13．91 23．9�
612 ヨシノパナギア 牝3青鹿54 丸山 元気清水 義德氏 宗像 義忠 新ひだか 木田牧場 486＋ 2 〃 アタマ 48．7�
12 パーティネント 牝3栗 54 津村 明秀ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464＋121：14．0� 7．0	
35 アイアンメイデン 牝3鹿 54

53 ☆野中悠太郎田原 邦男氏 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456＋ 61：14．1クビ 45．9


23 ベ ル シ ッ ク 牝3鹿 54 宮崎 北斗岡田 繁幸氏 和田 勇介 日高 沖田牧場 422＋ 21：14．2� 111．3�
36 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 394－ 2 〃 クビ 149．6�
816 スマイリンフィット 牝3青鹿54 北村 宏司広尾レース� 中舘 英二 平取 株式会社

ASK STUD 488± 01：14．41� 21．5
714 デ ュ ー プ ス 牝3栗 54 武士沢友治内田 玄祥氏 星野 忍 浦河 丸村村下

ファーム 418± 01：14．61� 28．1�
47 ホープブロッサム 牝3栃栗54 F．ミナリク �愛馬レーシングクラブ 池上 昌和 浦河 富田牧場 480＋ 41：15．13 64．0�

（独）

24 ミコドリーム 牝3栗 54 木幡 巧也古賀 慎一氏 尾形 和幸 新ひだか 谷藤 弘美 492＋101：15．2� 365．3�
48 テルミーユアラヴ 牝3鹿 54 石川裕紀人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 81：15．3クビ 71．4�
59 ユーメイドリーム 牝3黒鹿54 大野 拓弥大野 裕氏 松山 将樹 浦河 金成吉田牧場 434＋101：15．4� 14．8�
510 ダイヤモンドリリー 牝3鹿 54 内田 博幸田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 門別 敏朗 438± 01：16．78 27．4�

（15頭）
11 スズカアイドル 牝3鹿 54

52 △木幡 育也永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 424－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 42，020，300円 複勝： 87，959，500円 枠連： 21，450，300円
馬連： 68，812，000円 馬単： 41，373，400円 ワイド： 60，576，400円
3連複： 105，896，700円 3連単： 139，729，600円 計： 567，818，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 120円 � 290円 枠 連（6－8） 280円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 410円

ワ イ ド �� 160円 �� 550円 �� 760円

3 連 複 ��� 1，520円 3 連 単 ��� 3，780円

票 数

単勝票数 差引計 420203（返還計 16516） 的中 � 188415（1番人気）
複勝票数 差引計 879595（返還計 42253） 的中 � 478832（1番人気）� 133525（2番人気）� 29807（6番人気）
枠連票数 差引計 214503（返還計 3230） 的中 （6－8） 58751（1番人気）
馬連票数 差引計 688120（返還計 85874） 的中 �� 157368（1番人気）
馬単票数 差引計 413734（返還計 49718） 的中 �� 75123（1番人気）
ワイド票数 差引計 605764（返還計 85659） 的中 �� 128961（1番人気）�� 23474（4番人気）�� 16336（10番人気）
3連複票数 差引計1058967（返還計256704） 的中 ��� 52160（4番人気）
3連単票数 差引計1397296（返還計332615） 的中 ��� 26793（4番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．9―12．7―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―35．1―47．8―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ ツ キ マ ス �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 ストラヴィンスキー デビュー 2019．9．29 中山3着

2017．3．30生 牝3鹿 母 ウォンビーロング 母母 タイフウジョオー 5戦1勝 賞金 11，500，000円
〔競走除外〕 スズカアイドル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔左後肢跛行〕を発症したため競走除外。発

走時刻7分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 スズカアイドル号は，令和2年1月27日から令和2年2月25日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
※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。

00098 1月26日 小雨 稍重 （2中山1） 第9日 第2競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時40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

67 クロカドッグ 牡3鹿 56
55 ☆野中悠太郎�ヒダカファーム竹内 正洋 日高 槇本牧場 B504± 01：56．6 18．3�

56 コスモスーベニア 牡3栗 56 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 酒井 秀紀 528－ 2 〃 クビ 8．8�
55 ダルムシュタット 牡3鹿 56 田中 勝春村野 康司氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム B472－ 21：56．7クビ 12．0�
44 シンクロゲイザー 牡3黒鹿56 大野 拓弥ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 444± 01：57．02 37．0�
22 ラ テ ィ ノ ス 牡3鹿 56 田辺 裕信小泉 修氏 小西 一男 浦河 高岸 順一 494－ 61：57．42� 7．8	
68 マイネルイリャルギ 牡3鹿 56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ヒカル牧場 496＋ 21：58．14 4．2

812 レオファイナリスト 牡3鹿 56 木幡 巧也�レオ 牧 光二 平取 坂東牧場 480＋ 2 〃 ハナ 4．3�
79 トーセンリミテッド 牡3青鹿56 内田 博幸島川 �哉氏 深山 雅史 日高 有限会社 エ

スティファーム 518± 01：58．2� 7．5
710 ムービングブレイド 牡3鹿 56 宮崎 北斗山上 和良氏 高橋 祥泰 むかわ ヤマイチ牧場 494＋ 22：00．4大差 214．3�
811 フクシマトレジャー 牡3栗 56 武士沢友治西本 資史氏 小桧山 悟 浦河 富塚ファーム 438＋ 22：00．61� 259．9�
33 テクノポリス 牡3鹿 56 C．ルメール �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 488－ 42：01．34 4．2�

（11頭）
11 リーヴスカーズ 牡3鹿 56 武藤 雅西森 功氏 清水 英克 新ひだか 藤川フアーム 462－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 32，261，600円 複勝： 51，040，300円 枠連： 12，098，300円
馬連： 60，091，500円 馬単： 27，293，100円 ワイド： 46，057，100円
3連複： 85，271，000円 3連単： 104，322，600円 計： 418，435，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，830円 複 勝 � 470円 � 250円 � 340円 枠 連（5－6） 670円

馬 連 �� 4，910円 馬 単 �� 11，600円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 1，700円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 11，130円 3 連 単 ��� 85，850円

票 数

単勝票数 差引計 322616（返還計 1066） 的中 � 14084（8番人気）
複勝票数 差引計 510403（返還計 1873） 的中 � 26057（8番人気）� 57599（5番人気）� 39582（7番人気）
枠連票数 差引計 120983（返還計 2559） 的中 （5－6） 13892（1番人気）
馬連票数 差引計 600915（返還計 5406） 的中 �� 9472（24番人気）
馬単票数 差引計 272931（返還計 2700） 的中 �� 1764（51番人気）
ワイド票数 差引計 460571（返還計 5407） 的中 �� 10154（21番人気）�� 6857（26番人気）�� 10337（20番人気）
3連複票数 差引計 852710（返還計 17783） 的中 ��� 5745（51番人気）
3連単票数 差引計1043226（返還計 19044） 的中 ��� 881（345番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クロカドッグ �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2019．8．10 新潟14着

2017．4．13生 牡3鹿 母 ワイルドポポ 母母 ファンドリポポ 7戦1勝 賞金 8，400，000円
〔競走除外〕 リーヴスカーズ号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。

第１回 中山競馬 第９日



00099 1月26日 小雨 稍重 （2中山1） 第9日 第3競走 ��1，200�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
1：08．7
1：08．7

重
重

36 キョシンタンカイ 牡3黒鹿56 田辺 裕信國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 506＋ 41：12．8 1．7�
510 ダ ウ ラ ギ リ 牡3芦 56 石橋 脩 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 498± 0 〃 アタマ 4．0�
12 ヤサカパフィー 牝3鹿 54 武藤 雅志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 イワミ牧場 468－ 21：12．9� 89．6�
23 バルドダンサー 牡3栗 56 松岡 正海 �コスモヴューファーム 和田 雄二 新冠 コスモヴューファーム 460± 01：13．32� 11．2�
611 パ シ ス タ 牡3栗 56 宮崎 北斗山上 和良氏 高橋 祥泰 日高 川島 正広 486－ 21：13．4クビ 31．1�
815 キャストロペトラ 牡3栗 56 江田 照男手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 田湯牧場 460－ 21：13．5� 10．8	
24 ロードファビュラス 牡3鹿 56 木幡 巧也 
ロードホースクラブ 岩戸 孝樹 日高 北田 剛 474－ 21：13．7� 9．1�
816 スノーレイズ 牝3芦 54

53 ☆野中悠太郎 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 菊川 正達 新ひだか キヨタケ牧場 434－ 41：14．23 53．4�

713 キ ー ナ ッ ツ 牝3黒鹿54 武士沢友治北前孔一郎氏 青木 孝文 新冠 小泉牧場 442－ 21：14．73 202．1
35 カイトガイア 牝3鹿 54 菅原 隆一本田 恒雄氏 武市 康男 浦河 栄進牧場 450± 01：14．8� 310．4�
714 レインボービーム 牡3黒鹿56 横山 和生北原光一郎氏 加藤 和宏 新ひだか カタオカステーブル 470± 01：15．01� 25．2�
11 クイーンキャンディ 牝3栗 54 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 加藤 和宏 日高 横井 哲 432－141：15．21 397．4�
612 ジーランディア 牝3鹿 54 田中 勝春手嶋 康雄氏 尾形 和幸 浦河 村下農場 496－ 21：15．62� 97．6�
59 トウショウガルーダ 牡3栗 56 大庭 和弥トウショウ産業
 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 472－ 61：15．92 379．3�
48 リ ン ピ オ 牝3鹿 54 柴山 雄一ディアレストクラブ
 清水 英克 新冠 中地 義次 422± 01：16．0� 469．0�
47 マ キ リ 牡3鹿 56 岩部 純二�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 478＋22 （競走中止） 159．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，470，400円 複勝： 75，743，600円 枠連： 16，972，400円
馬連： 59，741，200円 馬単： 39，634，300円 ワイド： 49，491，500円
3連複： 97，084，500円 3連単： 152，349，500円 計： 526，487，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 930円 枠 連（3－5） 350円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 420円

ワ イ ド �� 180円 �� 1，730円 �� 2，890円

3 連 複 ��� 5，410円 3 連 単 ��� 11，420円

票 数

単勝票数 計 354704 的中 � 164002（1番人気）
複勝票数 計 757436 的中 � 412023（1番人気）� 95366（2番人気）� 7531（9番人気）
枠連票数 計 169724 的中 （3－5） 37507（1番人気）
馬連票数 計 597412 的中 �� 137436（1番人気）
馬単票数 計 396343 的中 �� 70251（1番人気）
ワイド票数 計 494915 的中 �� 96736（1番人気）�� 6050（16番人気）�� 3562（25番人気）
3連複票数 計 970845 的中 ��� 13446（18番人気）
3連単票数 計1523495 的中 ��� 9664（35番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．4―12．1―12．5―14．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．0―46．1―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョシンタンカイ �
�
父 タートルボウル �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2019．10．26 東京2着

2017．3．10生 牡3黒鹿 母 ファミリズム 母母 セニョラージェ 4戦1勝 賞金 9，900，000円
〔競走中止〕 マキリ号は，競走中に異常歩様となったため3コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 マキリ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。

00100 1月26日 小雨
（ 芝 ）稍重
（ダート）稍重（2中山1） 第9日 第4競走 ��2，880�障害4歳以上未勝利

発走11時40分 （芝・ダート）

負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：10．2良・良

712 コウキチョウサン 牡7鹿 60 石神 深一�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 472－ 23：14．4 3．5�
610 ビッグスモーキー 牡5鹿 60 白浜 雄造 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム 536± 03：15．35 3．3�
813 ロ ス カ ボ ス �7黒鹿60 伴 啓太吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 498＋ 63：15．72� 21．4�
22 モリトシュン 牡4青鹿59 小野寺祐太吉川 朋宏氏 堀井 雅広 日高 日高大洋牧場 B484＋143：17．08 13．2�
11 ニシノベイオウルフ 牡5黒鹿60 大庭 和弥西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 512± 03：17．32 5．3	
45 � メジャーリーガー 牡7黒鹿60 草野 太郎木村 廣太氏 松山 将樹 新ひだか 木田牧場 496＋ 43：17．93� 8．1

58 � ソッサスブレイ 牡6栗 60 大江原 圭手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 新冠 コスモヴューファーム 466＋ 63：18．43 20．2�
46 カイラーサナータ 牝4鹿 57 伊藤 工真�ミルファーム 石毛 善彦 新冠 ヒカル牧場 480＋ 83：19．25 164．4�
69 シゲルブドウセキ 牡4栗 59 植野 貴也森中 蕃氏 高橋 裕 浦河 王蔵牧場 482＋ 83：20．58 122．7
34 マ ス ラ オ �6栗 60 金子 光希 �Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 日高 白井牧場 468＋ 83：20．6クビ 24．0�
33 シックガニアン 牡4鹿 59 山本 康志 �ブルースターズファーム 松永 康利 浦河 山田牧場 472＋ 23：22．210 57．7�
57 デュアルマンデート 牡5青鹿60 五十嵐雄祐池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 514＋ 2 〃 アタマ 10．8�
814 タイセイシュラーク 牡5黒鹿60 上野 翔田中 成奉氏 新開 幸一 新冠 柏木 一則 488＋103：29．6大差 100．8�
711 サンダーソニア 牝4栗 57 江田 勇亮�ジェイアール 田村 康仁 浦河 中島牧場 484＋ 2 （競走中止） 111．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，198，700円 複勝： 32，095，800円 枠連： 12，812，700円
馬連： 48，066，000円 馬単： 23，830，600円 ワイド： 36，390，100円
3連複： 82，826，100円 3連単： 97，133，400円 計： 358，353，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 160円 � 350円 枠 連（6－7） 700円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 360円 �� 910円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 3，270円 3 連 単 ��� 10，420円

票 数

単勝票数 計 251987 的中 � 57556（2番人気）
複勝票数 計 320958 的中 � 65419（1番人気）� 57590（2番人気）� 17419（7番人気）
枠連票数 計 128127 的中 （6－7） 14038（1番人気）
馬連票数 計 480660 的中 �� 50748（1番人気）
馬単票数 計 238306 的中 �� 13805（1番人気）
ワイド票数 計 363901 的中 �� 28395（2番人気）�� 9816（10番人気）�� 8312（15番人気）
3連複票数 計 828261 的中 ��� 18941（8番人気）
3連単票数 計 971334 的中 ��� 6752（16番人気）
上り 1マイル 1：49．0 4F 51．4－3F 38．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コウキチョウサン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2015．7．26 福島4着

2013．4．28生 牡7鹿 母 シャドウシルエット 母母 ユーワジョイナー 障害：5戦1勝 賞金 12，200，000円
〔競走中止〕 サンダーソニア号は，1周目3号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 フォルテメンテ号



00101 1月26日 曇 稍重 （2中山1） 第9日 第5競走 ��
��1，600�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
1：30．3
1：30．3

良
良

11 エレガントチャーム 牝3鹿 54 横山 典弘�G1レーシング 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 466＋ 81：37．4 6．9�
59 ツ ル ネ 牝3鹿 54 吉田 豊吉井 理人氏 高橋 文雅 浦河 林 孝輝 480 ― 〃 クビ 26．8�
47 ネオストーリー 牡3青鹿56 丸山 元気藤澤眞佐子氏 林 徹 新冠 スカイビーチステーブル 452＋ 21：37．71� 6．9�
612 アールブリッツ 牡3青 56 木幡 巧也前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 オリオンファーム 520－ 41：37．8� 9．1�
611� グローバリズム 牝3栗 54 C．ルメールゴドルフィン 木村 哲也 愛 Godolphin 466－ 61：38．01 3．0�
510 ナリノオルフェ 牡3鹿 56 田辺 裕信成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 442＋ 61：38．1	 5．3	
24 ナンヨーショウエイ 牝3栗 54 内田 博幸中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 396＋ 41：38．31� 43．8

36 ト キ メ キ 牝3栗 54 O．マーフィー �ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 472－ 21：38．4� 6．6�

（英）

48 スマートクレイン 牝3栗 54 F．ミナリク大川 徹氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 516－ 61：38．61
 30．1
（独）

714 ホウオウエンジェル 牝3鹿 54 大野 拓弥小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 462 ―1：38．7� 15．4�
713 ドバウィビクトリー 牡3鹿 56 柴田 善臣後藤 英成氏 稲垣 幸雄 日高 長谷部牧場 462＋141：39．02 155．5�
816� デイオブサンダー �3栗 56 松岡 正海ゴドルフィン 田中 剛 愛

B. Kennedy &
Mrs Ann Marie
Kennedy

472± 01：39．74 91．9�
12 ガナドルメモリア 牝3栗 54

52 △木幡 育也西村 憲人氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 450＋ 81：40．33� 431．2�
815 ガンバリマッセ �3鹿 56 宮崎 北斗村田 哲朗氏 粕谷 昌央 平取 二風谷ファーム B476－121：41．15 337．7�
23 ヤマニンファボリ 牝3青鹿 54

53 ☆菊沢 一樹土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 378 ―1：41．41	 366．3�
35 シセイニシキ 牝3黒鹿54 伊藤 工真猪苗代 勇氏 高橋 文雅 新冠 パカパカ

ファーム 436 ―1：45．6大差 179．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，336，500円 複勝： 61，547，400円 枠連： 18，125，700円
馬連： 78，651，800円 馬単： 36，966，900円 ワイド： 59，138，200円
3連複： 108，369，400円 3連単： 123，907，900円 計： 532，043，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 250円 � 620円 � 240円 枠 連（1－5） 1，670円

馬 連 �� 8，680円 馬 単 �� 15，610円

ワ イ ド �� 2，670円 �� 840円 �� 2，350円

3 連 複 ��� 16，870円 3 連 単 ��� 97，640円

票 数

単勝票数 計 453365 的中 � 52344（5番人気）
複勝票数 計 615474 的中 � 68779（5番人気）� 22132（8番人気）� 74608（4番人気）
枠連票数 計 181257 的中 （1－5） 8408（8番人気）
馬連票数 計 786518 的中 �� 7015（27番人気）
馬単票数 計 369669 的中 �� 1775（51番人気）
ワイド票数 計 591382 的中 �� 5574（29番人気）�� 18953（9番人気）�� 6351（24番人気）
3連複票数 計1083694 的中 ��� 4816（57番人気）
3連単票数 計1239079 的中 ��� 920（326番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．1―3F36．7

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

勝馬の
紹 介

エレガントチャーム �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．7．21 函館5着

2017．2．18生 牝3鹿 母 オリエントチャーム 母母 ニ キ ー ヤ 2戦1勝 賞金 5，800，000円
〔発走状況〕 ナンヨーショウエイ号は，発走地点で馬装整備。発走時刻4分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シセイニシキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年2月26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。

00102 1月26日 曇 稍重 （2中山1） 第9日 第6競走 ��1，800�3歳新馬
発走13時00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
1：48．5
1：47．6

重
重

816 ヴォートルエロー 牡3鹿 56 江田 照男�ラ・メール 田村 康仁 浦河 ディアレスト
クラブ 474 ―1：56．3 28．5�

24 パラスアテナ 牝3鹿 54 吉田 豊広尾レース� 高柳 瑞樹 新ひだか 木村 秀則 450 ―1：57．25 13．9�
11 ブライトオーシャン 牡3鹿 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 聖心台牧場 506 ―1：57．94 4．3�
47 ア ル ゾ フ ラ 牡3鹿 56 木幡 巧也吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 538 ―1：58．43 43．6�
611 トップリーチ 牡3黒鹿56 横山 和生紅露 純氏 萱野 浩二 日高 庄野牧場 446 ―1：58．71� 138．1�
714 プルークファーレン 牡3栗 56 内田 博幸吉田 照哉氏 中舘 英二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490 ―1：59．12� 9．2	
12 ヒルノコルシカ 牡3青鹿56 松岡 正海�ヒルノ 北出 成人 新ひだか 酒井 秀紀 500 ―1：59．41� 9．7

510 アシェットデセール 牡3青鹿56 丸山 元気 �キャロットファーム 小島 茂之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496 ―1：59．71� 26．7�
23 メイショウカチゴマ 牡3鹿 56 伴 啓太松本 好雄氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 482 ― 〃 クビ 172．1
815 ビッグゴシップ 牡3鹿 56 F．ミナリク吉田 千津氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 484 ―2：00．97 21．6�

（独）

36 リライトザスターズ 牝3芦 54 O．マーフィー 飯田 良枝氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 490 ―2：01．0� 2．1�
（英）

612 フリーファッション 牡3栗 56
55 ☆菊沢 一樹平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 476 ―2：01．31� 271．9�

35 アンデュレイト 牡3青鹿56 武藤 雅 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 高柳 大輔 新ひだか 原口牧場 522 ―2：01．93� 13．8�

713 ビッグフォーチュン 牡3芦 56
55 ☆野中悠太郎嶋田 賢氏 国枝 栄 浦河 辻 牧場 522 ―2：04．6大差 79．3�

48 ウ マ ッ ス ル 牡3青鹿56 武士沢友治鈴木 康弘氏 古賀 史生 新ひだか 千代田牧場 494 ―2：07．9大差 109．4�
59 サンジョルジョ 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行吉田 千津氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 478 ― （競走中止） 41．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，653，000円 複勝： 52，542，500円 枠連： 24，593，000円
馬連： 68，909，300円 馬単： 37，303，400円 ワイド： 54，178，500円
3連複： 97，795，000円 3連単： 122，785，800円 計： 501，760，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，850円 複 勝 � 630円 � 360円 � 180円 枠 連（2－8） 6，290円

馬 連 �� 20，150円 馬 単 �� 48，320円

ワ イ ド �� 4，490円 �� 2，000円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 25，600円 3 連 単 ��� 243，880円

票 数

単勝票数 計 436530 的中 � 12218（9番人気）
複勝票数 計 525425 的中 � 18054（9番人気）� 35545（6番人気）� 94952（2番人気）
枠連票数 計 245930 的中 （2－8） 3027（18番人気）
馬連票数 計 689093 的中 �� 2650（46番人気）
馬単票数 計 373034 的中 �� 579（98番人気）
ワイド票数 計 541785 的中 �� 3033（42番人気）�� 6934（21番人気）�� 13585（11番人気）
3連複票数 計 977950 的中 ��� 2864（73番人気）
3連単票数 計1227858 的中 ��� 365（586番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．9―37．7―51．5―1：04．9―1：17．6―1：30．5―1：43．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．7
1
3

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

勝馬の
紹 介

ヴォートルエロー �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2017．4．28生 牡3鹿 母 ドリーボヌール 母母 ドリータルボ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 フリーファッション号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔競走中止〕 サンジョルジョ号は，競走中に異常歩様となったため4コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 サンジョルジョ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビッグフォーチュン号・ウマッスル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年2月

26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） 9頭 オオカネヒラ号・オーサムパッション号・キタサンレイワ号・トミケンレゲンダ号・トーセンライブ号・

プラズマテイル号・ラブエスポー号・レーベンレジェンダ号・ワンダーサーイター号
※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。



00103 1月26日 曇 稍重 （2中山1） 第9日 第7競走 ��
��1，200�4歳以上1勝クラス

発走13時30分 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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

35 ラインギャラント 牝5芦 55 武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 452＋ 21：11．6 267．7�
23 タイキメサイア 牡5栗 57 丸山 元気�大樹ファーム 高橋 祥泰 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 514－ 21：11．7� 6．5�
11 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 536＋ 4 〃 クビ 2．8�

36 	 コスモクウェンチ 牡6鹿 57 武士沢友治Mr．ホース 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 492－ 81：11．91 16．2�
510 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± 0 〃 クビ 23．8	
59 ヤンチャプリヒメ 牝4鹿 54 北村 宏司田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 430－ 81：12．0クビ 15．6

816 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± 01：12．1� 67．2�
612 ナムラアイアイサー 牡4栗 56 菅原 隆一奈村 睦弘氏 武市 康男 浦河 中島牧場 490＋ 8 〃 クビ 10．6�
24 オルダージュ 牡4黒鹿56 石橋 脩 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 青木 孝文 浦河 大道牧場 484－ 41：12．52� 13．5
714 サンハンツビル 牝4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 452＋ 21：12．71 89．7�
48 ヴァルドワーズ 牝4栗 54 F．ミナリク �シルクレーシング 和田正一郎 洞
湖 レイクヴィラファーム 466＋10 〃 クビ 12．5�

（独）

611 サンジレット 牡6栗 57 吉田 豊 �加藤ステーブル 高橋 文雅 新冠 前川 隆範 B502－ 2 〃 ハナ 4．9�
815 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 B486＋ 21：12．8� 14．7�
12 スマートサーブル 牡4栗 56 宮崎 北斗大川 徹氏 粕谷 昌央 新ひだか 前田ファーム 484＋ 31：12．9クビ 253．3�
47 	 マリノリヴィエール 牝4黒鹿 54

53 ☆野中悠太郎矢野まり子氏 本間 忍 日高 クラウン日高牧場 462＋ 2 〃 ハナ 49．8�
713	 ウエスタンカッター 牝4黒鹿54 内田 博幸西川 賢氏 的場 均 新ひだか ウエスタンファーム 426－131：13．85 153．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，195，200円 複勝： 75，547，000円 枠連： 28，724，400円
馬連： 105，375，900円 馬単： 43，315，900円 ワイド： 81，838，800円
3連複： 155，594，800円 3連単： 168，536，600円 計： 707，128，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 26，770円 複 勝 � 4，220円 � 240円 � 140円 枠 連（2－3） 3，590円

馬 連 �� 65，750円 馬 単 �� 169，200円

ワ イ ド �� 17，740円 �� 12，890円 �� 610円

3 連 複 ��� 67，840円 3 連 単 ��� 1，053，350円

票 数

単勝票数 計 481952 的中 � 1440（16番人気）
複勝票数 計 755470 的中 � 3060（16番人気）� 78175（3番人気）� 199037（1番人気）
枠連票数 計 287244 的中 （2－3） 6199（17番人気）
馬連票数 計1053759 的中 �� 1242（83番人気）
馬単票数 計 433159 的中 �� 192（182番人気）
ワイド票数 計 818388 的中 �� 1138（85番人気）�� 1568（79番人気）�� 37411（2番人気）
3連複票数 計1555948 的中 ��� 1720（178番人気）
3連単票数 計1685366 的中 ��� 116（1639番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．2―11．8―12．0―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．3―46．1―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラインギャラント �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2017．7．22 福島1着

2015．2．28生 牝5芦 母 アモールミーオ 母母 ミプラデーラ 17戦2勝 賞金 15，320，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 セイウンコービー号
※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。

00104 1月26日 曇 稍重 （2中山1） 第9日 第8競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走14時00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
1：48．5
1：47．6

重
重

23 フィストバンプ 牡4青鹿56 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 492－ 41：54．0 11．1�
58 ライトカラカゼ 牡5鹿 57 石川裕紀人星野 壽市氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 478± 01：54．31� 14．6�
11 ダンスメーカー 牡5黒鹿57 O．マーフィー �G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 488－ 21：54．51 8．1�

（英）

22 � チェリートリトン 牡6芦 57 田辺 裕信櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 488± 01：54．6� 3．6�
34 � エフォートラン 牡5黒鹿57 石橋 脩岡村 善行氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 B492－ 4 〃 クビ 22．5�
35 ツクバソヴァール 牡4黒鹿56 江田 照男細谷 武史氏 杉浦 宏昭 伊達 高橋農場 B494＋141：54．7� 10．2	
712 ベルジュネス 	4鹿 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新冠 坂元 芳春 450± 01：55．12� 19．2

814 クリノクーニング 牡5鹿 57 松岡 正海栗本 博晴氏 伊藤 伸一 様似 様似渡辺牧場 452± 01：55．52� 22．9�
713 コングールテソーロ 牡4鹿 56 武藤 雅了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 高橋フアーム 480± 01：55．71 9．1�
815 キングスバレイ 牡4栗 56 木幡 巧也村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 516＋ 2 〃 ハナ 4．3
59 エ ル ゼ ロ 牡7鹿 57

56 ☆野中悠太郎磯波 勇氏 武井 亮 新冠 守矢牧場 B526＋301：55．8� 78．8�
611� ア オ テ ン 牡7鹿 57 F．ミナリク �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 524＋141：56．33 27．6�
（独）

46 ホーカスポーカス 牡5鹿 57 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 438＋ 41：57．910 48．4�
47 ペイシャシキブ 牡4黒鹿56 武士沢友治北所 直人氏 高橋 裕 新ひだか 有限会社石川牧場 B476± 01：58．0クビ 21．4�
610� キョウエイガウディ 牡6鹿 57 岩部 純二田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 沖田 忠幸 514＋ 22：00．2大差 234．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 53，079，800円 複勝： 79，217，200円 枠連： 30，869，800円
馬連： 116，308，600円 馬単： 46，446，700円 ワイド： 88，187，800円
3連複： 168，129，200円 3連単： 187，462，600円 計： 769，701，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 320円 � 510円 � 270円 枠 連（2－5） 2，000円

馬 連 �� 9，940円 馬 単 �� 17，490円

ワ イ ド �� 3，450円 �� 1，730円 �� 2，820円

3 連 複 ��� 28，960円 3 連 単 ��� 176，040円

票 数

単勝票数 計 530798 的中 � 38188（6番人気）
複勝票数 計 792172 的中 � 67124（4番人気）� 36787（7番人気）� 82019（3番人気）
枠連票数 計 308698 的中 （2－5） 11954（10番人気）
馬連票数 計1163086 的中 �� 9062（36番人気）
馬単票数 計 464467 的中 �� 1991（65番人気）
ワイド票数 計 881878 的中 �� 6536（41番人気）�� 13346（20番人気）�� 8028（35番人気）
3連複票数 計1681292 的中 ��� 4354（106番人気）
3連単票数 計1874626 的中 ��� 772（616番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―36．8―50．0―1：02．6―1：15．3―1：28．1―1：40．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．7
1
3
・（3，8）－10（2，13）（5，15）1（12，7）11，6（4，9）＝14・（3，8）（2，10，13）15（1，5，12）（6，7）4（9，11）＝14

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

勝馬の
紹 介

フィストバンプ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2019．2．10 東京9着

2016．4．30生 牡4青鹿 母 ボーンザスカイ 母母 クイーンゴーラン 11戦2勝 賞金 18，950，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キョウエイガウディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年2月26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。



00105 1月26日 曇 稍重 （2中山1） 第9日 第9競走 ��
��1，800�

わ か た け

若 竹 賞
発走14時35分 （芝・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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

78 シーズンズギフト 牝3青鹿54 C．ルメール �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：50．4 3．0�
66 マイネルデステリョ 牡3黒鹿56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 新冠橋本牧場 452± 01：50．61� 21．4�
67 キングサーガ 牡3黒鹿56 川田 将雅 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 466＋ 81：50．92 5．5�
33 ア カ イ イ ト 牝3青鹿54 横山 典弘岡 浩二氏 中竹 和也 浦河 辻 牧場 502＋101：51．0クビ 6．8�
22 ウインマリリン 牝3栗 54 松岡 正海�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 452± 0 〃 アタマ 5．6	
810 レッドライデン 牡3青鹿56 田中 勝春 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 平取 坂東牧場 484＋ 61：51．31� 16．1

11 サ ペ ラ ヴ ィ 牡3鹿 56 石橋 脩伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン

牧場 468－ 2 〃 アタマ 9．7�
811 ペルラネーラ 牝3青鹿54 O．マーフィー �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 448＋ 21：51．4� 5．6�

（英）

55 ミャゴラーレ 牡3鹿 56 野中悠太郎山口 裕介氏 黒岩 陽一 浦河 杵臼牧場 518＋ 61：51．5クビ 97．7
79 カップッチョ 牡3鹿 56 江田 照男�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 456－ 41：52．56 66．2�
44 	 リヴェールブリス 牝3青鹿54 本橋 孝太伊達 敏明氏 米谷 康秀 日高 サンシャイン

牧場 B498＋ 71：53．03 172．7�
（船橋） （船橋）

（11頭）

売 得 金
単勝： 77，512，500円 複勝： 109，321，800円 枠連： 23，521，700円
馬連： 153，739，300円 馬単： 64，777，400円 ワイド： 92，626，100円
3連複： 189，634，500円 3連単： 277，350，500円 計： 988，483，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 360円 � 180円 枠 連（6－7） 650円

馬 連 �� 3，080円 馬 単 �� 4，230円

ワ イ ド �� 970円 �� 370円 �� 970円

3 連 複 ��� 3，870円 3 連 単 ��� 20，150円

票 数

単勝票数 計 775125 的中 � 201277（1番人気）
複勝票数 計1093218 的中 � 204362（1番人気）� 62462（8番人気）� 165392（2番人気）
枠連票数 計 235217 的中 （6－7） 27737（1番人気）
馬連票数 計1537393 的中 �� 38670（16番人気）
馬単票数 計 647774 的中 �� 11483（20番人気）
ワイド票数 計 926261 的中 �� 23190（18番人気）�� 70809（1番人気）�� 23257（17番人気）
3連複票数 計1896345 的中 ��� 36731（13番人気）
3連単票数 計2773505 的中 ��� 9976（72番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―25．1―37．3―50．1―1：02．5―1：15．1―1：27．1―1：38．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F35．3
1
3
6，7（1，9）（2，8）5，11，10，3－4
6，7（1，9）2，8（5，11）10，3－4

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

勝馬の
紹 介

シーズンズギフト �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2019．11．9 福島1着

2017．2．22生 牝3青鹿 母 シーズンズベスト 母母 シ ー ズ ア ン 2戦2勝 賞金 17，352，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

00106 1月26日 曇 稍重 （2中山1） 第9日 第10競走 ��
��1，800�

はつがすみ

初 霞 賞
発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

55 エクリリストワール 牡4栗 56 川田 将雅鈴木 剛史氏 田中 博康 安平 ノーザンファーム 532＋121：53．4 1．8�
22 ネクストムーブ 牡7栗 57 北村 宏司林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 桜井牧場 518－ 21：53．82� 20．4�
44 レオアルティメット 牡5栗 57 木幡 巧也�レオ 牧 光二 日高 川端 正博 B532± 01：54．01	 20．5�
811 アフターバーナー 
6鹿 57 C．ルメールゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B518－ 41：54．21	 3．8�
710 セイウンオフロード 牡4鹿 56 津村 明秀西山 茂行氏 矢野 英一 浦河 大西ファーム B486＋ 8 〃 アタマ 28．3�
68 キャベンディッシュ 牡5栗 57 丸山 元気本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 520± 0 〃 クビ 17．6	
79 ダイワインパルス 牡8鹿 57 菊沢 一樹大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 B488＋ 81：54．83� 41．6

11 コスモハヤテ 牡4青 56 野中悠太郎 �ビッグレッドファーム 小野 次郎 新冠 ビッグレッドファーム 476－ 21：55．0� 63．1�
56 トレイントレイン 牡4黒鹿56 F．ミナリク�MMC 池上 昌和 清水 リトルブルーファーム B508－ 4 〃 クビ 8．8

（独）

33 ダノンレグナム 牡4鹿 56 O．マーフィー �ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 508－ 11：55．31� 9．7�
（英）

67 マイネルボルソー 牡9鹿 57 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中野 栄治 新冠 竹中牧場 484－ 21：55．61� 244．0�

812 フィールオーケー 牡4黒鹿56 松岡 正海吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム B474－ 21：56．23� 72．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 65，286，000円 複勝： 111，071，300円 枠連： 29，323，300円
馬連： 149，334，900円 馬単： 83，332，700円 ワイド： 96，585，500円
3連複： 206，221，600円 3連単： 378，670，400円 計： 1，119，825，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 320円 � 410円 枠 連（2－5） 1，440円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 640円 �� 710円 �� 2，700円

3 連 複 ��� 7，240円 3 連 単 ��� 22，020円

票 数

単勝票数 計 652860 的中 � 275764（1番人気）
複勝票数 計1110713 的中 � 539954（1番人気）� 51420（6番人気）� 38359（7番人気）
枠連票数 計 293233 的中 （2－5） 15771（6番人気）
馬連票数 計1493349 的中 �� 69037（5番人気）
馬単票数 計 833327 的中 �� 30970（5番人気）
ワイド票数 計 965855 的中 �� 39794（5番人気）�� 35958（7番人気）�� 8672（28番人気）
3連複票数 計2062216 的中 ��� 21347（22番人気）
3連単票数 計3786704 的中 ��� 12463（61番人気）

ハロンタイム 13．0―12．3―12．7―13．0―12．3―12．4―12．5―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．3―38．0―51．0―1：03．3―1：15．7―1：28．2―1：40．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エクリリストワール �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 In The Wings デビュー 2018．9．30 中山2着

2016．4．10生 牡4栗 母 ビリーヴミー 母母 Golden Wings 8戦3勝 賞金 37，973，000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レース目



00107 1月26日 曇 稍重 （2中山1） 第9日 第11競走 ��
��2，200�第61回アメリカジョッキークラブカップ（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，31．1．19以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬1�増，31．1．18以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳
時の成績を除く）

アメリカジョッキークラブ賞（1着）
賞 品

本 賞 62，000，000円 25，000，000円 16，000，000円 9，300，000円 6，200，000円
付 加 賞 854，000円 244，000円 122，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．7

良
良

811 ブラストワンピース 牡5鹿 57 川田 将雅 �シルクレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 546 2：15．0 3．0�
710 ステイフーリッシュ 牡5鹿 56 C．ルメール �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 458－ 22：15．21� 8．0�
22 ラストドラフト 牡4黒鹿55 O．マーフィー �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 464＋ 62：15．51	 6．8�

（英）

33 ミッキースワロー 牡6鹿 56 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 482＋ 62：15．6	 3．8�
812 サトノクロニクル 牡6鹿 56 大野 拓弥 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 464＋ 22：16．02
 29．2	
79 ニシノデイジー 牡4鹿 55 田辺 裕信西山 茂行氏 高木 登 浦河 谷川牧場 494＋ 22：16．1
 8．2

11 ウラヌスチャーム 牝5黒鹿54 F．ミナリク�G1レーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 514＋142：16．41	 18．5�

（独）

55 スティッフェリオ 牡6鹿 57 丸山 元気 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 454－ 2 〃 ハナ 6．6�
67 ルミナスウォリアー 牡9鹿 56 柴山 雄一 �サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 482＋ 62：16．72 251．1
56 � ク ロ ス ケ 牡5青鹿56 北村 宏司助川 啓一氏 水野 貴広 新冠 大狩部牧場 460＋10 〃 ハナ 205．5�
68 グローブシアター 牡6黒鹿56 石橋 脩 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 458＋142：18．6大差 54．1�
44 マイネルフロスト 牡9芦 56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 競優牧場 B496＋ 2 （競走中止） 286．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 332，397，500円 複勝： 350，834，300円 枠連： 123，907，800円 馬連： 945，434，500円 馬単： 389，414，500円
ワイド： 508，137，200円 3連複： 1，471，535，800円 3連単： 2，583，749，600円 5重勝： 675，915，400円 計： 7，381，326，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 220円 � 210円 枠 連（7－8） 650円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 520円 �� 580円 �� 810円

3 連 複 ��� 2，540円 3 連 単 ��� 10，540円

5 重 勝
対象競走：京都10R／中山10R／小倉11R／京都11R／中山11R

キャリーオーバー なし����� 473，610円

票 数

単勝票数 計3323975 的中 � 882993（1番人気）
複勝票数 計3508343 的中 � 697936（2番人気）� 384721（4番人気）� 403485（3番人気）
枠連票数 計1239078 的中 （7－8） 145749（2番人気）
馬連票数 計9454345 的中 �� 607151（5番人気）
馬単票数 計3894145 的中 �� 146877（4番人気）
ワイド票数 計5081372 的中 �� 257661（6番人気）�� 224260（8番人気）�� 154922（12番人気）
3連複票数 計14715358 的中 ��� 433219（8番人気）
3連単票数 計25837496 的中 ��� 177690（22番人気）
5重勝票数 計6759154 的中 ����� 999

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．8―37．7―50．0―1：02．4―1：14．4―1：26．4―1：38．3―1：50．4―2：02．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブラストワンピース �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．11．19 東京1着

2015．4．2生 牡5鹿 母 ツルマルワンピース 母母 ツルマルグラマー 11戦7勝 賞金 572，356，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔競走中止〕 マイネルフロスト号は，競走中に疾病〔右第1指関節脱臼〕を発症したため4コーナーで競走中止。
※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。

00108 1月26日 曇 稍重 （2中山1） 第9日 第12競走 ��2，000�4歳以上2勝クラス
発走16時25分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

44 ウィナーポイント 牝5黒鹿55 横山 典弘岡田 牧雄氏 和田 勇介 日高 出口牧場 430＋ 22：05．8 2．9�
66 コンダクトレス 牝5黒鹿55 田辺 裕信 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 490＋22 〃 アタマ 6．8�
11 ホクセンジョウオー 牝5黒鹿55 大野 拓弥大野 裕氏 松山 将樹 日高 佐々木 康治 472＋ 42：06．01� 15．8�
55 アルミレーナ 牝6芦 55 O．マーフィー �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 458＋ 6 〃 クビ 3．5�

（英）

33 ア シ ェ ッ ト 牝5鹿 55 F．ミナリク加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 446－ 62：06．63� 24．3�
（独）

22 シ ー リ ア 牝5青鹿55 C．ルメール �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 460± 0 〃 クビ 2．6	
（6頭）

売 得 金
単勝： 117，325，100円 複勝： 83，550，500円 枠連： 発売なし
馬連： 147，199，700円 馬単： 106，980，600円 ワイド： 74，968，300円
3連複： 161，476，600円 3連単： 655，341，100円 計： 1，346，841，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 170円 � 290円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 2，440円

ワ イ ド �� 370円 �� 420円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 3，620円 3 連 単 ��� 16，070円

票 数

単勝票数 計1173251 的中 � 316052（2番人気）
複勝票数 計 835505 的中 � 221944（2番人気）� 95381（4番人気）
馬連票数 計1471997 的中 �� 83234（6番人気）
馬単票数 計1069806 的中 �� 32802（9番人気）
ワイド票数 計 749683 的中 �� 55009（4番人気）�� 47055（7番人気）�� 16999（13番人気）
3連複票数 計1614766 的中 ��� 33453（14番人気）
3連単票数 計6553411 的中 ��� 29562（53番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．4―25．6―39．5―51．9―1：04．6―1：17．1―1：29．9―1：42．2―1：53．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F35．9
1
3
6－2（1，5）4－3
6，5，2，1，4，3

2
4
6（2，5）1，4－3
6（2，5，1）4，3

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウィナーポイント 

�
父 スクリーンヒーロー 


�
母父 トウカイテイオー デビュー 2017．9．17 中山7着

2015．2．22生 牝5黒鹿 母 メイクデュース 母母 セカンドサービス 20戦3勝 賞金 41，787，000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。

５レース目



（2中山1）第9日 1月26日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 160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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

281，140，000円
5，150，000円
25，970，000円
1，970，000円
32，710，000円
2，000，000円
65，881，750円
5，430，000円
1，536，000円

勝馬投票券売得金
917，736，600円
1，170，471，200円
342，399，400円
2，001，664，700円
940，669，500円
1，248，175，500円
2，929，835，200円
4，991，339，600円
675，915，400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
5 重 勝
計 15，218，207，100円

総入場人員 22，345名 （有料入場人員 20，043名）



令和2年度 第1回中山競馬 総計

競走回数 108回 出走延頭数 1，596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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

2，103，910，000円
33，230，000円
233，600，000円
14，680，000円
244，710，000円
2，000，000円
662，948，250円
48，017，500円
15，321，600円

勝馬投票券売得金
6，998，145，800円
10，153，650，000円
3，475，163，200円
16，214，847，600円
7，018，373，500円
10，694，007，800円
23，816，957，300円
33，134，474，700円
1，284，917，500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
5 重 勝
計 112，790，537，400円

総入場延人員 199，007名 （有料入場延人員 181，612名）
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