
3304912月14日 晴 良 （1中山5） 第5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

815 ピシュマニエ 牝2栗 54 C．ルメール 嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 454－ 21：12．8 2．9�
59 メモワールミノル 牡2芦 55

52 ▲菅原 明良吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 464＋ 61：12．9� 22．9�
23 サ ツ キ マ ス 牝2鹿 54 O．マーフィー 越村 哲男氏 田島 俊明 平取 坂東牧場 462＋ 61：13．0� 2．0�

（英）

48 ディーカラーズ 牡2栗 55
53 △木幡 育也鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 484＋ 41：13．1� 12．9�

611 コーラルティアラ 牝2栗 54 横山 典弘 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 和田 勇介 浦河 猿橋 義昭 464± 01：13．2� 7．1�

612 ユ タ カ サ ン 牡2鹿 55 吉田 豊井山 登氏 竹内 正洋 青森 石田 英機 488＋ 61：13．62� 19．8	
24 マインヒロイン 牝2栗 54

51 ▲小林 凌大峰 哲馬氏 萱野 浩二 新ひだか 荒谷 輝和 436＋ 41：14．34 84．0

510 プ ー ラ ン 牝2青鹿 54

53 ☆野中悠太郎梶原 哲朗氏 清水 英克 新ひだか 原 弘之 482＋ 21：14．51� 120．2�
12 ビクトリアワールド 牡2栗 55 柴山 雄一入山 和男氏 小桧山 悟 新冠 アラキフアーム 428± 01：14．81� 309．6�
36 テイエムピカピカ 牝2青 54 武藤 雅竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 カミイスタット 460－ 21：14．9� 242．8
11 ワイルドブリット 牡2黒鹿55 武士沢友治田頭 勇貴氏 根本 康広 新ひだか 増本牧場 442＋ 41：15．32� 116．6�
35 イズジョーボヌール 牝2黒鹿54 菅原 隆一泉 一郎氏 石栗 龍彦 新ひだか 森 政巳 448＋181：15．4クビ 353．0�
713 バ ジ ー ナ 牝2栗 54 勝浦 正樹西森 功氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 456＋ 61：15．72 378．5�
714 サンメリデン 牝2鹿 54 横山 和生 �加藤ステーブル 清水 英克 日高 船越牧場 400＋ 21：15．91� 295．9�
47 ローズコンパス 牝2黒鹿54 柴田 善臣田頭 勇貴氏 星野 忍 浦河 有限会社

松田牧場 464＋ 21：16．0クビ 307．3�
816 イノセントグラム 牡2鹿 55 嶋田 純次田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 日高 滝本 健二 472－ 41：16．1� 472．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，812，000円 複勝： 70，816，200円 枠連： 13，326，000円
馬連： 57，156，000円 馬単： 33，498，900円 ワイド： 40，725，900円
3連複： 84，246，300円 3連単： 132，647，800円 計： 466，229，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 110円 � 280円 � 110円 枠 連（5－8） 2，350円

馬 連 �� 2，690円 馬 単 �� 3，900円

ワ イ ド �� 620円 �� 130円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，020円 3 連 単 ��� 8，450円

票 数

単勝票数 計 338120 的中 � 95042（2番人気）
複勝票数 計 708162 的中 � 143845（2番人気）� 17493（6番人気）� 414955（1番人気）
枠連票数 計 133260 的中 （5－8） 4378（7番人気）
馬連票数 計 571560 的中 �� 16443（9番人気）
馬単票数 計 334989 的中 �� 6427（14番人気）
ワイド票数 計 407259 的中 �� 12450（8番人気）�� 114007（1番人気）�� 17250（7番人気）
3連複票数 計 842463 的中 ��� 61438（3番人気）
3連単票数 計1326478 的中 ��� 11381（22番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．9―12．3―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―35．2―47．5―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピシュマニエ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2019．11．3 東京3着

2017．3．11生 牝2栗 母 ネオイグザンプル 母母 イグザンプルスター 3戦1勝 賞金 7，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 クンタキンテ号・フジノホーオー号・リネンエントリー号
（非抽選馬） 1頭 ドラゴンズバック号
※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。

3305012月14日 晴 良 （1中山5） 第5日 第2競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時20分 （ダート・右）

牝；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

48 セクシーフェイス 牝2黒鹿54 C．ルメール �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 434＋ 81：56．2 9．4�
36 エ ン ジ ョ イ 牝2栗 54

52 △木幡 育也島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ
スティファーム 454＋ 21：56．52 8．6�

611 ナスノフォルテ 牝2黒鹿54 三浦 皇成�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 460－ 61：56．6� 5．1�

714 ディーズギャラント 牝2栗 54
51 ▲菅原 明良秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 446－ 21：56．7� 48．7	

713 ダイユウローズ 牝2鹿 54 木幡 巧也大友 靖岐氏 松永 康利 新ひだか 藤沢牧場 506＋ 41：57．12� 29．0

510 ノーブルライラック 牝2鹿 54 吉田 豊吉木 伸彦氏 田村 康仁 浦河 ガーベラパー

クスタツド 466＋ 21：57．2� 27．2�
11 エピクレーシス 牝2栗 54

51 ▲小林 凌大吉田 千津氏 小西 一男 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 446± 0 〃 アタマ 268．9�

612 ロンギングフレンド 牝2黒鹿54 O．マーフィー 坂本 浩一氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 502＋ 6 〃 ハナ 2．5
（英）

23 エバンタイユドール 牝2栗 54 武士沢友治井上 久光氏 高市 圭二 日高 サンバマウン
テンファーム 494－ 61：57．4� 14．8�

816 タイセイレジーナ 牝2栗 54 北村 宏司田中 成奉氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 484± 01：58．25 30．9�
12 ニシノゼノビア 牝2栗 54 丹内 祐次西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 472＋221：58．73 426．9�
815 ロジアイリッシュ 牝2鹿 54 丸山 元気久米田正明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 500＋101：59．23 6．1�
47 トミケンプリエール 牝2芦 54 田辺 裕信冨樫 賢二氏 小西 一男 日高 日高大洋牧場 488＋ 41：59．41� 87．6�
35 エンゼルバイオ 牝2芦 54 大野 拓弥バイオ� 松山 将樹 日高 中館牧場 458± 02：00．14 459．3�
59 ナンバーフォー 牝2栗 54 江田 照男稲垣 隆治氏 蛯名 利弘 新ひだか 木田牧場 456＋102：01．16 164．2�
24 ニシノハナミズキ 牝2黒鹿 54

53 ☆野中悠太郎西山 茂行氏 古賀 慎明 日高 沖田牧場 504＋ 22：02．27 256．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，479，200円 複勝： 50，044，900円 枠連： 15，673，700円
馬連： 57，071，400円 馬単： 27，316，700円 ワイド： 45，538，300円
3連複： 80，812，700円 3連単： 86，614，300円 計： 401，551，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 250円 � 240円 � 210円 枠 連（3－4） 4，010円

馬 連 �� 4，150円 馬 単 �� 9，040円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 1，070円 �� 530円

3 連 複 ��� 5，310円 3 連 単 ��� 41，690円

票 数

単勝票数 計 384792 的中 � 34421（5番人気）
複勝票数 計 500449 的中 � 50586（5番人気）� 54166（4番人気）� 65774（2番人気）
枠連票数 計 156737 的中 （3－4） 3023（14番人気）
馬連票数 計 570714 的中 �� 10647（15番人気）
馬単票数 計 273167 的中 �� 2265（36番人気）
ワイド票数 計 455383 的中 �� 8944（18番人気）�� 10723（12番人気）�� 23403（5番人気）
3連複票数 計 808127 的中 ��� 11413（18番人気）
3連単票数 計 866143 的中 ��� 1506（141番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．9―38．7―51．4―1：03．8―1：16．2―1：29．0―1：42．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F40．0
1
3
16，15（10，12，13）（6，8）7（1，11，14）3，9，4（2，5）・（16，8）15（10，12）11，6，3，13－14（1，9，7）－2，5，4

2
4

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

セクシーフェイス �
�
父 エピファネイア �

�
母父 Ready’s Image デビュー 2019．7．20 福島2着

2017．2．27生 牝2黒鹿 母 アイムオールレディセクシー 母母 Klohho 3戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニシノハナミズキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年1月14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。

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５日



3305112月14日 晴 良 （1中山5） 第5日 第3競走 ��
��1，200�2歳未勝利

発走10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

510 インウィクトス 牡2鹿 55 O．マーフィー 加藤 厚子氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 450＋ 61：12．3 3．0�
（英）

35 グレートコート 牡2芦 55
52 ▲小林 凌大伊東 純一氏 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 470＋ 41：12．61� 3．9�

24 ピ ノ ッ キ オ 牡2黒鹿55 北村 宏司櫻井 正氏 岩戸 孝樹 日高 新井 昭二 518＋ 41：13．24 14．0�
12 エストラード 牡2黒鹿55 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 462± 0 〃 ハナ 5．6�
816 ルヴァンヴェール 牡2鹿 55 三浦 皇成 �グリーンファーム竹内 正洋 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 486＋ 41：13．52 5．9	
47 ペイシャハミング 牝2栗 54 横山 和生北所 直人氏 石栗 龍彦 浦河 梅田牧場 436－ 21：13．6� 27．2

48 タイセイプルミエ 牝2鹿 54 柴山 雄一田中 成奉氏 青木 孝文 青森 諏訪牧場 468－ 21：14．02� 23．9�
11 ルートサブロク 牡2鹿 55 岩部 純二�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 476－ 4 〃 アタマ 561．7
611 サイモンサンバ 牝2栗 54

53 ☆野中悠太郎澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 468± 01：14．1� 154．4�
612	 マイネルリベラル 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 米 TNIP LLC 448－ 21：14．31
 17．0�
714 クラウンコジーン 牡2鹿 55 石川裕紀人矢野 恭裕氏 蛯名 利弘 日高 クラウン日高牧場 444＋ 21：14．4� 147．7�
23 グランドホース 牡2黒鹿55 宮崎 北斗田畑 利彦氏 伊藤 伸一 浦河 多田 善弘 484± 01：14．5クビ 422．9�
713 ヴァンタンジェンヌ 牝2鹿 54

52 △木幡 育也村田 滋氏 柄崎 孝 浦河 成隆牧場 396± 01：14．71
 716．1�
36 オ ー ヴ ァ ル 牡2黒鹿55 松岡 正海島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 490± 01：14．91 123．9�
59 ム ラ サ メ �2芦 55

52 ▲菅原 明良細川智恵子氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B458－ 21：15．75 34．6�
815 デンタルウイッシュ 牝2芦 54 内田 博幸安田 光則氏 浅野洋一郎 浦河 木戸口牧場 422－ 2 〃 クビ 336．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，481，900円 複勝： 50，608，100円 枠連： 13，135，100円
馬連： 58，244，000円 馬単： 28，027，100円 ワイド： 44，694，000円
3連複： 82，891，800円 3連単： 93，953，600円 計： 408，035，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 150円 � 270円 枠 連（3－5） 530円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 280円 �� 570円 �� 910円

3 連 複 ��� 2，330円 3 連 単 ��� 8，770円

票 数

単勝票数 計 364819 的中 � 98020（1番人気）
複勝票数 計 506081 的中 � 103445（1番人気）� 98254（2番人気）� 36965（5番人気）
枠連票数 計 131351 的中 （3－5） 19116（1番人気）
馬連票数 計 582440 的中 �� 67787（1番人気）
馬単票数 計 280271 的中 �� 18045（1番人気）
ワイド票数 計 446940 的中 �� 47028（1番人気）�� 19084（6番人気）�� 11424（11番人気）
3連複票数 計 828918 的中 ��� 26610（5番人気）
3連単票数 計 939536 的中 ��� 7765（14番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．4―12．3―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．4―46．7―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

インウィクトス �
�
父 ワールドエース �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2019．7．28 札幌4着

2017．4．16生 牡2鹿 母 ラビングトスカーナ 母母 アンファテュエ 7戦1勝 賞金 8，650，000円
※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） 5頭 エリーウェイ号・キタノギャラクシー号・セレンディピア号・リネンフリー号・レイクマッジョーレ号
※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。

3305212月14日 晴 良 （1中山5） 第5日 第4競走 ��1，800�2歳未勝利
発走11時20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

510 アドマイヤルプス 牡2栗 55 O．マーフィー 近藤 利一氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 550－ 21：56．3 1．8�
（英）

714 マイネルエンカント 牡2黒鹿55 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田 勇介 新冠 ビッグレッドファーム 452＋ 41：56．51� 160．1�

23 コスモスーベニア 牡2栗 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 酒井 秀紀 528＋ 81：56．6� 30．8�
612 ルナエクリプス 牡2栗 55 石橋 脩吉田 晴哉氏 田村 康仁 安平 追分ファーム 516± 01：56．81� 8．8�
47 ビートザウイングス 牡2栗 55 C．ルメール �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム B492＋101：57．22� 3．2	
24 カ ラ ヤ ン 牡2栗 55 武士沢友治三岡 陽氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 486＋ 21：58．810 89．3

48 ユニバーサルタイム 牡2青鹿55 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 浦河 北俣ファーム 492＋ 2 〃 アタマ 193．2�
12 ネイチャーゴールド 牡2鹿 55

52 ▲小林 凌大井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 下屋敷牧場 482－ 6 〃 アタマ 101．6�
59 サンロックランド 牡2鹿 55 松岡 正海 �加藤ステーブル 小野 次郎 新ひだか 沼田 照秋 506± 01：58．9� 15．7
35 ダンブルドア 牡2栗 55

52 ▲菅原 明良嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 岡田牧場 530＋ 61：59．32� 15．3�
36 ピュアファンタジー 牝2鹿 54 江田 照男堀口 晴男氏 蛯名 利弘 日高 中川 浩典 476＋ 82：00．25 324．1�
611 ノーブルフェアリー 牝2黒鹿54 勝浦 正樹吉木 伸彦氏 水野 貴広 日高 槇本牧場 478± 02：00．3� 158．3�
11 スタジアムロック 牡2栗 55 大庭 和弥田頭 勇貴氏 星野 忍 新冠 有限会社 大

作ステーブル 480± 02：00．72� 311．1�
713 ジョウショウバイオ 牡2鹿 55 木幡 巧也バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 476－ 42：01．01� 364．2�
816 ワイルドピット 牡2栗 55

54 ☆野中悠太郎 TURH 浅野洋一郎 新ひだか 今 牧場 432＋ 62：01．1� 178．8�
815 ケイティランボー 牡2鹿 55 内田 博幸瀧本 和義氏 清水 英克 浦河 岡本 昌市 462＋12 〃 クビ 55．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，615，500円 複勝： 101，002，500円 枠連： 14，202，500円
馬連： 59，886，600円 馬単： 38，213，000円 ワイド： 47，249，400円
3連複： 83，646，400円 3連単： 132，080，500円 計： 517，896，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 1，560円 � 410円 枠 連（5－7） 3，850円

馬 連 �� 8，510円 馬 単 �� 10，950円

ワ イ ド �� 2，910円 �� 730円 �� 11，260円

3 連 複 ��� 32，300円 3 連 単 ��� 134，300円

票 数

単勝票数 計 416155 的中 � 189136（1番人気）
複勝票数 計1010025 的中 � 647713（1番人気）� 5913（10番人気）� 26132（6番人気）
枠連票数 計 142025 的中 （5－7） 2856（10番人気）
馬連票数 計 598866 的中 �� 5450（16番人気）
馬単票数 計 382130 的中 �� 2616（23番人気）
ワイド票数 計 472494 的中 �� 4096（20番人気）�� 17642（8番人気）�� 1038（50番人気）
3連複票数 計 836464 的中 ��� 1942（53番人気）
3連単票数 計1320805 的中 ��� 713（244番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―13．0―13．3―12．8―12．8―13．0―13．0―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―37．7―51．0―1：03．8―1：16．6―1：29．6―1：42．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤルプス �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．11．9 東京5着

2017．2．11生 牡2栗 母 カールファターレ 母母 エルフィンフェザー 3戦1勝 賞金 7，700，000円
〔制裁〕 サンロックランド号の騎手松岡正海は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 コパノアーチャー号
※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。



3305312月14日 晴 良 （1中山5） 第5日 第5競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時10分 （芝・右・外）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

35 エ ー ポ ス 牝2栗 54 池添 謙一 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 462 ―1：36．0 2．1�
12 ヴィンクーロ 牝2黒鹿54 柴山 雄一 DMMドリームクラブ� 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 428 ―1：36．31� 6．1�
36 サクセスハーモニー 牝2栗 54 大野 拓弥髙嶋 哲氏 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 446 ―1：36．51 10．2�
713 ロビンザフィリー 牝2鹿 54 C．ルメール 嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 404 ―1：36．6� 4．7�
714 サクセスバローズ 牡2鹿 55 北村 宏司猪熊 広次氏 清水 久詞 新ひだか 服部 牧場 442 ―1：36．92 21．4	
48 レリスタット 牝2青鹿54 石橋 脩�下河辺牧場 奥村 武 日高 下河辺牧場 440 ― 〃 クビ 25．1

11 リーガルレディ 牝2黒鹿54 丸山 元気芳賀 滿男氏 稲垣 幸雄 新ひだか フジワラフアーム 454 ―1：37．11� 100．9�
815 ペルセウスシチー 牡2黒鹿55 木幡 巧也 �友駿ホースクラブ 池上 昌和 新冠 樋渡 志尚 456 ― 〃 クビ 202．0�
612 エコロダンサー 牝2黒鹿54 丹内 祐次原村 正紀氏 根本 康広 千歳 社台ファーム 424 ― 〃 アタマ 401．3
24 プレミアムレイ 牝2青 54 田辺 裕信 H.F Association 大竹 正博 日高 門別牧場 474 ― 〃 アタマ 22．5�
47 ピ ュ テ ィ 牝2鹿 54 武士沢友治武田 茂男氏 深山 雅史 北見 久田 公氣 438 ― 〃 アタマ 335．4�
816 ローズパルファン 牝2鹿 54 江田 照男 �友駿ホースクラブ 田中 剛 新ひだか 幌村牧場 446 ―1：37．2� 101．3�
611 ダイワセントライト 牡2栗 55 内田 博幸大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 474 ―1：37．3クビ 11．3�
510 プリティアイドル 牝2芦 54

53 ☆野中悠太郎丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 クラウン日高牧場 450 ―1：37．72� 183．8�
59 リ ン ド ウ 牝2黒鹿54 宮崎 北斗千葉 正人氏 中川 公成 新ひだか 前川 勝春 442 ―1：37．8� 228．2�
23 ドゥマルセイユ 牝2鹿 54

51 ▲菅原 明良大塚 亮一氏 畠山 吉宏 浦河 ディアレスト
クラブ 416 ― 〃 クビ 214．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，478，300円 複勝： 48，293，100円 枠連： 16，651，100円
馬連： 59，257，500円 馬単： 33，112，300円 ワイド： 44，286，900円
3連複： 76，588，800円 3連単： 98，249，600円 計： 420，917，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 160円 � 170円 枠 連（1－3） 560円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 270円 �� 320円 �� 690円

3 連 複 ��� 1，450円 3 連 単 ��� 4，610円

票 数

単勝票数 計 444783 的中 � 169665（1番人気）
複勝票数 計 482931 的中 � 141893（1番人気）� 69421（3番人気）� 58270（4番人気）
枠連票数 計 166511 的中 （1－3） 22693（2番人気）
馬連票数 計 592575 的中 �� 70685（2番人気）
馬単票数 計 331123 的中 �� 25257（1番人気）
ワイド票数 計 442869 的中 �� 45388（1番人気）�� 36225（3番人気）�� 14460（7番人気）
3連複票数 計 765888 的中 ��� 39366（2番人気）
3連単票数 計 982496 的中 ��� 15433（3番人気）

ハロンタイム 12．4―11．7―11．9―12．4―12．4―12．3―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―24．1―36．0―48．4―1：00．8―1：13．1―1：24．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

エ ー ポ ス �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Smart Strike 初出走

2017．5．11生 牝2栗 母 ストライクルート 母母 Tadwiga 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 アッタヴァンティ号・キョウエイブリッツ号・シンカンワールド号・ソフィアバローズ号・ブライドグルーム号・

フレッシュスタート号・ムーンピラー号・ラストエクセル号

3305412月14日 晴 良 （1中山5） 第5日 第6競走 ��
��1，800�2歳新馬

発走12時45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

11 � カフェファラオ 牡2鹿 55 R．ムーア 西川 光一氏 堀 宣行 米 Paul P.
Pompa 506 ―1：54．7 2．0�

（英）

58 バーナードループ 牡2黒鹿55 C．ルメール �社台レースホース高木 登 千歳 社台ファーム 506 ―1：56．310 2．9�
712 リッターシュラーク 牡2黒鹿55 横山 典弘西森 功氏 中川 公成 新冠 オリエント牧場 488 ―1：57．79 37．2�
69 � マイネルサブマリン 牡2芦 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 米 Carl Bennett 472 ―1：57．8� 28．4�
57 アポロダーウィン 牡2栗 55 石川裕紀人アポロサラブレッドクラブ 稲垣 幸雄 新冠 サンローゼン 504 ―1：58．0	 295．9	
610 ホウオウベルタ 牡2鹿 55 津村 明秀小笹 芳央氏 矢野 英一 日高 中前牧場 426 ―1：58．42� 58．5

22 サウンドトラック 牡2栗 55 M．デムーロ �グリーンファーム尾関 知人 新冠 ハシモトフアーム 510 ―1：59．14 12．2�
711� ス イ 牝2鹿 54 O．マーフィー 吉田 和美氏 戸田 博文 米

Machmer Hall,
Carrie Brogden
& Craig Brogden

478 ―1：59．2� 8．6�
（英）

813 マサノゴールデン 牝2鹿 54 武藤 雅中村 時子氏 木村 哲也 新冠 有限会社 大
作ステーブル 494 ― 〃 ハナ 133．9

34 スマイリースマイル 牡2栗 55
52 ▲菅原 明良橋元 勇氣氏 田中 博康 浦河 笠松牧場 B522 ―1：59．41
 49．4�

814 トーセンマックス 牡2鹿 55 吉田 豊島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 468 ―1：59．93 182．3�

45 プチジュラシック 牡2栗 55 丸山 元気吉田 和美氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 508 ―2：01．7大差 23．6�
46 エクセルスパイダー 牡2鹿 55

54 ☆野中悠太郎谷川 正純氏 石毛 善彦 新冠 的場牧場 500 ―2：02．76 347．6�
33 ミユキアウグストス 牡2栗 55 丹内 祐次長井 純一氏 清水 英克 新ひだか 山際 智 522 ― （競走中止） 170．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 52，201，700円 複勝： 56，500，000円 枠連： 15，452，300円
馬連： 63，731，300円 馬単： 38，192，000円 ワイド： 46，995，700円
3連複： 88，491，200円 3連単： 131，829，000円 計： 493，393，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 120円 � 350円 枠 連（1－5） 270円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 170円 �� 1，130円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 2，440円 3 連 単 ��� 6，820円

票 数

単勝票数 計 522017 的中 � 212880（1番人気）
複勝票数 計 565000 的中 � 204295（1番人気）� 124639（2番人気）� 20794（7番人気）
枠連票数 計 154523 的中 （1－5） 43000（1番人気）
馬連票数 計 637313 的中 �� 173618（1番人気）
馬単票数 計 381920 的中 �� 62246（1番人気）
ワイド票数 計 469957 的中 �� 96602（1番人気）�� 8658（12番人気）�� 9298（11番人気）
3連複票数 計 884912 的中 ��� 27154（6番人気）
3連単票数 計1318290 的中 ��� 14000（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．4―38．7―51．9―1：04．7―1：17．4―1：30．2―1：42．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�カフェファラオ �
�
父 American Pharoah �

�
母父 More Than Ready 初出走

2017．3．3生 牡2鹿 母 Mary’s Follies 母母 Catch the Queen 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ミユキアウグストス号は，3コーナーで前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ミユキアウグストス号の騎手丹内祐次は，3コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金30，000円。（被害馬：12

番）
〔その他〕 プチジュラシック号は，3コーナーで競走を中止した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〕 エクセルスパイダー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年1月14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。



3305512月14日 晴 良 （1中山5） 第5日 第7競走 ��
��2，000�2歳未勝利

発走13時15分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．9
1：58．9

良
良

36 ゼノヴァース 牡2鹿 55 C．ルメール�フクキタル 藤沢 和雄 新冠 パカパカ
ファーム 462－ 22：00．8 5．7�

713 ヤ シ ャ マ ル 牡2黒鹿 55
52 ▲菅原 明良高橋 文男氏 尾形 和幸 平取 船越 伸也 484＋ 42：01．22� 24．5�

59 インテリジェンス 牝2栗 54 O．マーフィー 近藤 英子氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 450－ 42：01．41 23．4�
（英）

47 マイネルラクスマン 牡2青鹿55 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 498－ 6 〃 クビ 27．5�

815 ウシュバテソーロ 牡2鹿 55 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 512＋ 62：01．5� 27．8�

24 リ ス ペ ク ト 牡2鹿 55 池添 謙一石川 達絵氏 奥村 武 日高 白井牧場 462＋ 62：01．71� 42．0	
816 ヴィクターバローズ 牡2鹿 55 R．ムーア 猪熊 広次氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 466－ 42：01．8� 1．8


（英）

23 コンカルノー 牝2鹿 54 柴山 雄一中村 祐子氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 448± 02：02．01� 476．3�
11 サイモンルグラン 牡2鹿 55 勝浦 正樹澤田 昭紀氏 勢司 和浩 日高 中前牧場 492＋ 62：02．42� 158．8�
817 レッドラルジュ 牝2黒鹿54 北村 宏司 �東京ホースレーシング 木村 哲也 新ひだか 矢野牧場 474＋ 2 〃 クビ 11．4
611 スカイテラス 牡2黒鹿55 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 452－ 22：02．61� 85．0�
612 コスモシャルドネ 牡2芦 55 石川裕紀人 �ビッグレッドファーム 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 518＋ 62：02．91	 118．0�
35 ナンヨーユウヤク 牡2鹿 55

54 ☆野中悠太郎中村 德也氏 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 480－ 42：03．11� 44．0�
510 パースピレーション 牡2鹿 55 大野 拓弥吉田 照哉氏 田村 康仁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 22：03．2	 201．9�
48 ウインラディアント 牡2芦 55 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 540＋ 42：03．3クビ 50．4�
714 ジャッジメント 牡2鹿 55 藤岡 佑介�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482＋ 62：03．93� 284．3�
12 ラクンパルシータ 牡2青鹿55 W．ビュイック �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 482± 02：04．32� 8．2�

（英）

（17頭）

売 得 金
単勝： 57，271，600円 複勝： 99，526，300円 枠連： 23，841，700円
馬連： 79，448，100円 馬単： 41，706，400円 ワイド： 69，347，400円
3連複： 120，552，700円 3連単： 145，188，400円 計： 636，882，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 230円 � 550円 � 610円 枠 連（3－7） 4，650円

馬 連 �� 6，050円 馬 単 �� 11，310円

ワ イ ド �� 1，790円 �� 1，580円 �� 4，360円

3 連 複 ��� 26，410円 3 連 単 ��� 146，600円

票 数

単勝票数 計 572716 的中 � 84626（2番人気）
複勝票数 計 995263 的中 � 133305（2番人気）� 43481（6番人気）� 38943（7番人気）
枠連票数 計 238417 的中 （3－7） 3966（13番人気）
馬連票数 計 794481 的中 �� 10175（17番人気）
馬単票数 計 417064 的中 �� 2765（28番人気）
ワイド票数 計 693474 的中 �� 10065（16番人気）�� 11445（14番人気）�� 4020（42番人気）
3連複票数 計1205527 的中 ��� 3423（73番人気）
3連単票数 計1451884 的中 ��� 718（360番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．9―35．7―48．0―1：00．7―1：13．0―1：25．2―1：36．9―1：48．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F35．6
1
3

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

勝馬の
紹 介

ゼノヴァース �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Beat Hollow デビュー 2019．10．27 東京4着

2017．1．7生 牡2鹿 母 リズムオブライト 母母 Luminda 3戦1勝 賞金 6，600，000円
※出走取消馬 ドリームメッセージ号（疾病〔左前肢フレグモーネ〕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。
（非当選馬） 2頭 ミッキーパンチ号・レッドヴァレリー号
（非抽選馬） 1頭 ファーストカム号
※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。

3305612月14日 晴 良 （1中山5） 第5日 第8競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走13時45分 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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

23 ルーチェソラーレ 牝4芦 55 大野 拓弥岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 492＋ 21：11．1 15．1�
24 � マリノエクスプレス 牝4黒鹿55 武藤 雅矢野 雅子氏 古賀 史生 日高 クラウン日高牧場 442＋ 41：11．73	 30．8�
35 アシャカマキシン 牡3栗 56 C．ルメール 吉冨 学氏 鈴木 伸尋 様似 中脇 一幸 484＋ 2 〃 アタマ 1．9�
815 コマノゼニト 牡3鹿 56 田辺 裕信長谷川芳信氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 B472± 01：12．01
 4．3�
36 アッシャムス 牝3鹿 54 松岡 正海�桑田牧場 武井 亮 浦河 桑田牧場 B482＋ 2 〃 クビ 63．2�
47 � スポーカンテソーロ 牝3栗 54 丸山 元気了德寺健二ホール

ディングス	 加藤士津八 米 Summer-
hill Farm B524＋ 61：12．1クビ 6．3


713� フレンドアリス 牝4栗 55
52 ▲菅原 明良横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 454－ 21：12．2	 8．4�

510� ウエスタンマリーヤ 牝4鹿 55 横山 和生西川 賢氏 小野 次郎 新ひだか ウエスタンファーム 488＋ 6 〃 クビ 78．2�
816 スマートアムール 牝5栗 55 武士沢友治大川 徹氏 粕谷 昌央 浦河 杵臼牧場 466－ 2 〃 アタマ 345．4
714 リアルモンテ 牡4鹿 57 宮崎 北斗伊藤 誠吉氏 中川 公成 日高 広中 稔 480－ 21：12．3クビ 428．3�
48 オールミラージュ 牡3栗 56

54 △木幡 育也田頭 勇貴氏 深山 雅史 新冠 スカイビーチステーブル 454＋ 21：12．4	 203．2�
611� パリッシュブルー 牝3栗 54 柴田 大知大野 富生氏 粕谷 昌央 浦河 高昭牧場 438－ 31：12．72 175．4�
612 ベターハーフ 牝3青鹿54 内田 博幸宮城 寛也氏 矢野 英一 新冠 スカイビーチステーブル B454－141：12．91� 167．9�
11 ヴィグラスファイア 牡4鹿 57 三浦 皇成 �シルクレーシング 萩原 清 新ひだか 久井牧場 492＋ 41：13．11� 46．1�
59 � パーフェクトウェイ 牡4鹿 57 北村 宏司堂守 貴志氏 古賀 慎明 新ひだか タイヘイ牧場 516－ 2 〃 クビ 18．8�
12 � リバティークイーン 牝6黒鹿 55

52 ▲小林 凌大平川 浩之氏 的場 均 様似 澤井 義一 478± 01：13．84 233．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，510，900円 複勝： 53，274，300円 枠連： 19，182，500円
馬連： 73，197，100円 馬単： 37，725，400円 ワイド： 52，858，800円
3連複： 97，004，300円 3連単： 131，897，100円 計： 510，650，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，510円 複 勝 � 290円 � 470円 � 140円 枠 連（2－2） 9，060円

馬 連 �� 10，910円 馬 単 �� 23，400円

ワ イ ド �� 2，460円 �� 590円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 6，640円 3 連 単 ��� 60，140円

票 数

単勝票数 計 455109 的中 � 24027（5番人気）
複勝票数 計 532743 的中 � 40947（5番人気）� 22343（7番人気）� 142605（1番人気）
枠連票数 計 191825 的中 （2－2） 1640（21番人気）
馬連票数 計 731971 的中 �� 5195（25番人気）
馬単票数 計 377254 的中 �� 1209（53番人気）
ワイド票数 計 528588 的中 �� 5263（24番人気）�� 24360（6番人気）�� 13234（11番人気）
3連複票数 計 970043 的中 ��� 10952（20番人気）
3連単票数 計1318971 的中 ��� 1590（170番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．4―12．1―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―33．9―46．0―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルーチェソラーレ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2017．11．11 東京3着

2015．4．29生 牝4芦 母 サウスティーダ 母母 キョウエイコロナ 9戦2勝 賞金 18，050，000円
※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 クラウンヴォルカン号
（非抽選馬） 5頭 エンパイアシュアー号・グランミューク号・ニシノアマタ号・プリンセスヨウク号・ラブヘネシー号



3305712月14日 晴 良 （1中山5） 第5日 第9競走 ��
��1，600�ひ い ら ぎ 賞

発走14時15分 （芝・右・外）
2歳，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

22 スマイルカナ 牝2芦 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 新ひだか 木田牧場 416＋ 41：34．8 25．0�
11 サクラトゥジュール 牡2青鹿55 R．ムーア �さくらコマース堀 宣行 新ひだか 谷岡牧場 476＋ 4 〃 クビ 3．0�

（英）

44 メリディアンローグ 牡2黒鹿55 C．ルメール 山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：35．43� 4．6�
77 ヴェスターヴァルト 牡2鹿 55 O．マーフィー �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 466＋ 6 〃 クビ 4．4�

（英）

33 ジュエルタワー 牝2黒鹿54 田辺 裕信 �社台レースホース尾形 和幸 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452＋121：35．5� 9．0	

89 ビッククインバイオ 牝2栗 54 大野 拓弥バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム 478＋ 2 〃 クビ 4．8

66 スリリングドリーム 牝2青 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 新冠 タニグチ牧場 448＋ 21：35．71	 199．1�
810 ミャゴラーレ 牡2鹿 55 野中悠太郎山口 裕介氏 黒岩 陽一 浦河 杵臼牧場 504＋ 4 〃 クビ 39．9�
78 ヒートライトニング 牝2栗 54 武藤 雅藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 462± 01：36．55 96．2
55 ア マ ゾ ー ヌ 牝2黒鹿54 三浦 皇成 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 新ひだか 山際牧場 464± 01：37．03 28．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 63，341，800円 複勝： 82，596，600円 枠連： 16，620，100円
馬連： 98，485，400円 馬単： 46，758，500円 ワイド： 63，143，100円
3連複： 118，052，800円 3連単： 201，371，200円 計： 690，369，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，500円 複 勝 � 430円 � 160円 � 170円 枠 連（1－2） 3，090円

馬 連 �� 3，380円 馬 単 �� 9，460円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 1，430円 �� 320円

3 連 複 ��� 4，250円 3 連 単 ��� 41，620円

票 数

単勝票数 計 633418 的中 � 21436（6番人気）
複勝票数 計 825966 的中 � 36648（6番人気）� 160005（2番人気）� 142827（4番人気）
枠連票数 計 166201 的中 （1－2） 4166（11番人気）
馬連票数 計 984854 的中 �� 22572（11番人気）
馬単票数 計 467585 的中 �� 3707（30番人気）
ワイド票数 計 631431 的中 �� 13933（12番人気）�� 10415（15番人気）�� 58236（2番人気）
3連複票数 計1180528 的中 ��� 20809（13番人気）
3連単票数 計2013712 的中 ��� 3507（127番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―12．2―12．5―12．1―11．6―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．6―35．8―48．3―1：00．4―1：12．0―1：23．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F34．4

3 2（8，4）（5，1，7）9，10，3，6
2
4

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

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2芦 母 エーシンクールディ 母母 Catalina 3戦2勝 賞金 17，231，000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。

3305812月14日 晴 良 （1中山5） 第5日 第10競走 ��
��2，400�

か と り

香 取 特 別
発走14時50分 （ダート・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳55�4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 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

35 エンダウメント 牡3黒鹿55 W．ビュイックゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 498－ 22：34．9 3．5�

（英）

11 リキサンダイオー 牡6黒鹿57 横山 和生 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 464＋ 62：35．22 34．7�
36 アイファーキングズ 牡3黒鹿55 丸山 元気中島 稔氏 �島 一歩 新冠 川上 悦夫 504＋ 62：35．62	 4．2�
714 ベルウッドカザン 牡3黒鹿55 黛 弘人鈴木 照雄氏 和田 雄二 浦河 市川フアーム 500＋ 62：35．7	 20．4�
12 ネ コ マ ヒ カ 牡4栗 57 内田 博幸節 英司氏 山内 研二 新ひだか 原 弘之 524－ 42：35．91	 34．1�
510
 ジャカンドジョー 牡5鹿 57 北村 宏司井上 一郎氏 田中 剛 日高 下河辺牧場 468＋ 42：36．11� 41．1	
612 ミラクルヒッター 牡4芦 57 田中 勝春丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム B506＋122：36．2	 68．6

713 イルフォーコン 牡6黒鹿57 田辺 裕信 H.F Association 武市 康男 浦河 福田牧場 468＋ 82：36．3クビ 5．7�
611 シップーコウライ 牡7栗 57 津村 明秀�嶋 孝司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 486＋122：36．4 60．1�
47 マ ス ラ オ �5栗 57 武藤 雅 Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 日高 白井牧場 460＋222：37．03	 108．7�
816 ペイシャリサ 牝5栗 55 吉田 豊北所 直人氏 高橋 義博 様似 髙村 伸一 502＋ 2 〃 ハナ 263．2�
48 フィールオーケー 牡3黒鹿55 蛯名 正義吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム B474＋ 42：37．21 15．6�
23 テーオーダンケルク 牡3栗 55 石橋 脩小笹 公也氏 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 482＋102：37．3	 10．5�
815 サトノディード �4青鹿57 M．デムーロ サトミホースカンパニー 国枝 栄 千歳 社台ファーム 494－162：37．94 20．2�
24 ゲンパチカイナル 牡4鹿 57 大野 拓弥平野 武志氏 田村 康仁 新ひだか 前川 正美 486＋102：38．64 8．3�
59 カフェプリンス 牡3鹿 55 松岡 正海西川 恭子氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 504－ 42：38．7	 17．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，409，300円 複勝： 78，350，600円 枠連： 39，002，100円
馬連： 128，309，400円 馬単： 51，306，600円 ワイド： 86，640，300円
3連複： 183，399，700円 3連単： 201，131，100円 計： 823，549，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 170円 � 730円 � 160円 枠 連（1－3） 1，760円

馬 連 �� 5，630円 馬 単 �� 8，890円

ワ イ ド �� 1，970円 �� 360円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 7，690円 3 連 単 ��� 44，850円

票 数

単勝票数 計 554093 的中 � 123468（1番人気）
複勝票数 計 783506 的中 � 137770（2番人気）� 19737（10番人気）� 144163（1番人気）
枠連票数 計 390021 的中 （1－3） 17171（7番人気）
馬連票数 計1283094 的中 �� 17644（20番人気）
馬単票数 計 513066 的中 �� 4327（32番人気）
ワイド票数 計 866403 的中 �� 10552（22番人気）�� 70494（1番人気）�� 10126（23番人気）
3連複票数 計1833997 的中 ��� 17872（17番人気）
3連単票数 計2011311 的中 ��� 3251（115番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．3―25．2―38．2―51．8―1：04．7―1：18．3―1：31．9―1：44．4―1：56．6―2：09．2―2：21．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エンダウメント �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Coronado’s Quest デビュー 2018．12．28 阪神2着

2016．4．29生 牡3黒鹿 母 チャリティークエスト 母母 Sweet Charity 10戦3勝 賞金 37，707，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ヴィジョンオブラヴ号・オペラハット号・キタサンヴィクター号・リヴィエラ号
※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。



3305912月14日 晴 良 （1中山5） 第5日 第11競走 ��
��1，600�第5回ターコイズステークス（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・右・外）
牝，3歳以上，30．12．15以降1．12．8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 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 595，000円 170，000円 85，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

713 コントラチェック 牝3黒鹿54 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：32．2 6．1�
48 エスポワール 牝3栗 53 M．デムーロ近藤 英子氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：32．51� 4．2�
47 シゲルピンクダイヤ 牝3黒鹿54 和田 竜二森中 蕃氏 渡辺 薫彦 日高 天羽牧場 458－ 61：32．82 4．2�
714 フィリアプーラ 牝3鹿 53 丸山 元気 �キャロットファーム 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 452＋ 8 〃 ハナ 45．2�
11 メイショウグロッケ 牝5鹿 53 蛯名 正義松本 好�氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 460± 0 〃 アタマ 21．8	
35 デンコウアンジュ 牝6黒鹿56 柴田 善臣田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 468＋ 6 〃 ハナ 38．0

59 リバティハイツ 牝4鹿 55 藤岡 佑介 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 458＋ 61：32．9クビ 35．1�
12 ウインシャトレーヌ 牝5栗 53 松岡 正海�ウイン 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 492＋ 41：33．11� 127．9
36 フロンテアクイーン 牝6鹿 56 津村 明秀三協ファーム� 国枝 栄 浦河 林 孝輝 474＋ 21：33．2	 10．4�
510 ダノングレース 牝4鹿 54 三浦 皇成�ダノックス 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 430＋ 2 〃 ハナ 58．2�
815 ディメンシオン 牝5鹿 54 O．マーフィー 広尾レース� 藤原 英昭 新ひだか 木村 秀則 448－ 61：33．3	 13．0�

（英）

24 ハーレムライン 牝4鹿 54 大野 拓弥吉田 千津氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 476＋ 41：33．62 74．2�
611 オールフォーラヴ 牝4鹿 55 W．ビュイック �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 456－ 81：33．81� 16．2�

（英）

612 フローレスマジック 牝5鹿 54 北村 宏司 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 484＋121：33．9クビ 158．9�
23 モ ア ナ 牝5青鹿54 石橋 脩吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 510＋10 〃 クビ 12．1�
816 トロワゼトワル 牝4鹿 55 横山 典弘 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 462± 01：35．17 7．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 189，677，500円 複勝： 303，134，900円 枠連： 119，961，500円
馬連： 553，318，400円 馬単： 202，124，500円 ワイド： 400，873，000円
3連複： 1，074，503，600円 3連単： 1，203，537，800円 計： 4，047，131，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 200円 � 170円 � 150円 枠 連（4－7） 700円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 3，850円

ワ イ ド �� 750円 �� 630円 �� 450円

3 連 複 ��� 2，730円 3 連 単 ��� 15，280円

票 数

単勝票数 計1896775 的中 � 244985（3番人気）
複勝票数 計3031349 的中 � 345860（3番人気）� 485196（2番人気）� 560609（1番人気）
枠連票数 計1199615 的中 （4－7） 132620（2番人気）
馬連票数 計5533184 的中 �� 217223（5番人気）
馬単票数 計2021245 的中 �� 39372（10番人気）
ワイド票数 計4008730 的中 �� 133375（5番人気）�� 162178（3番人気）�� 237528（1番人気）
3連複票数 計10745036 的中 ��� 294380（1番人気）
3連単票数 計12035378 的中 ��� 57104（15番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―11．0―11．5―11．9―11．8―11．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―22．9―33．9―45．4―57．3―1：09．1―1：20．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．9

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

勝馬の
紹 介

コントラチェック �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Halling デビュー 2018．7．8 函館3着

2016．4．1生 牝3黒鹿 母 リッチダンサー 母母 Fairy Flight 8戦4勝 賞金 93，154，000円
〔発走状況〕 シゲルピンクダイヤ号は，枠入り不良。
〔その他〕 フロンテアクイーン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 フロンテアクイーン号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年1月14日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 メイショウショウブ号
※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。

3306012月14日 晴 良 （1中山5） 第5日 第12競走 ��
��1，800�3歳以上2勝クラス

発走16時00分 （1000万円以下） （芝・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
1：44．9
1：43．9

良
良

611� トーセンスーリヤ 牡4栗 57 横山 和生島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ
スティファーム 480＋ 81：47．4 11．9�

815 エングレーバー 牡3鹿 56 O．マーフィー �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 450± 0 〃 クビ 3．0�
（英）

612 ハーメティキスト 牡3鹿 56 W．ビュイック �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 452－ 21：47．5	 5．1�
（英）

35 � ダブルシャープ 牡4鹿 57 柴山 雄一天堀 忠博氏 渡辺 薫彦 新冠 村上 雅規 498＋121：47．92	 7．1�
36 ダイワギャバン 牡4鹿 57 北村 宏司大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 476－ 4 〃 ハナ 14．8	
510 ショーンガウアー 
4栗 57

55 △木幡 育也 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 498＋ 6 〃 クビ 67．4

59 ブランクエンド 牡3鹿 56 田辺 裕信諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 470＋ 2 〃 アタマ 6．4�
713 アヴィオール 牝4鹿 55 R．ムーア 吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B458－ 8 〃 ハナ 21．4�

（英）

23 ウィナーポイント 牝4黒鹿55 横山 典弘岡田 牧雄氏 和田 勇介 日高 出口牧場 426± 01：48．0	 11．3
47 カフジジュピター 牡3鹿 56 藤岡 佑介加藤 守氏 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 446＋ 41：48．1クビ 22．6�
11 スワーヴノートン 牡5鹿 57 柴田 善臣�NICKS 田中 博康 日高 下河辺牧場 484＋ 61：48．2� 100．9�
48 ギ ル マ 牡3鹿 56 和田 竜二杉澤 光雄氏 高橋 義忠 新ひだか 前谷 武志 480－ 4 〃 クビ 60．0�
24 � ウインハイラント 牡5鹿 57 丹内 祐次�ウイン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 454－ 21：48．3クビ 141．6�
816 キングスヴァリュー 
4栗 57 池添 謙一 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 492＋20 〃 クビ 90．4�
12 ロードアルバータ 
5青鹿57 内田 博幸 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新ひだか ケイアイファーム B458＋101：48．51� 46．0�
714 マルーンエンブレム 牝4栗 55 M．デムーロ �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 384－ 41：50．7大差 43．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 74，064，000円 複勝： 111，087，100円 枠連： 37，016，500円
馬連： 147，372，900円 馬単： 60，117，100円 ワイド： 110，447，500円
3連複： 209，237，600円 3連単： 248，250，200円 計： 997，592，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 270円 � 130円 � 190円 枠 連（6－8） 620円

馬 連 �� 2，180円 馬 単 �� 6，210円

ワ イ ド �� 790円 �� 940円 �� 370円

3 連 複 ��� 3，490円 3 連 単 ��� 29，320円

票 数

単勝票数 計 740640 的中 � 49460（6番人気）
複勝票数 計1110871 的中 � 82567（6番人気）� 278438（1番人気）� 139095（3番人気）
枠連票数 計 370165 的中 （6－8） 45926（1番人気）
馬連票数 計1473729 的中 �� 52324（6番人気）
馬単票数 計 601171 的中 �� 7249（19番人気）
ワイド票数 計1104475 的中 �� 34731（6番人気）�� 28444（11番人気）�� 82067（1番人気）
3連複票数 計2092376 的中 ��� 44917（5番人気）
3連単票数 計2482502 的中 ��� 6137（72番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―35．8―48．2―1：00．0―1：12．1―1：24．1―1：35．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F35．3
1
3

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

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

�トーセンスーリヤ �
�
父 ローエングリン �

�
母父 デュランダル

2015．4．4生 牡4栗 母 トーセンガラシャ 母母 フェリアード 21戦2勝 賞金 67，152，000円
地方デビュー 2017．10．2 大井

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 トーラスジェミニ号・バケットリスト号
※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5日 12月14日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 185頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

225，400，000円
2，590，000円
28，490，000円
1，690，000円
25，780，000円
79，238，000円
5，082，000円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
732，343，700円
1，105，234，600円
344，065，100円
1，435，478，100円
638，098，500円
1，052，800，300円
2，299，427，900円
2，806，750，600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 10，414，198，800円

総入場人員 24，660名 （有料入場人員 22，090名）
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