
3308512月22日 曇 良 （1中山5） 第8日 第1競走 ��1，200�2歳未勝利
発走9時35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

58 タイニーベイビー 牡2鹿 55 津村 明秀山口 裕介氏 松山 将樹 日高 藤本ファーム 442＋ 41：12．5 1．7�
59 バ ー グ マ ン 牝2青鹿54 吉田 豊中辻 明氏 菊沢 隆徳 新ひだか レースホース牧場 448－ 61：13．35 11．0�
46 ホ ト ダ ニ ー 牡2鹿 55

53 △木幡 育也井上 一郎氏 大江原 哲 様似 中脇 一幸 454＋ 41：13．51� 23．1�
712 ニシノホライゾン 牡2鹿 55 丸山 元気西山 茂行氏 的場 均 新ひだか 藤巻 則弘 514＋10 〃 アタマ 3．5�
23 セレンディピア 牡2鹿 55 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 458－ 61：13．6クビ 14．8�
814 ロードファビュラス 牡2鹿 55 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 岩戸 孝樹 日高 北田 剛 476＋10 〃 アタマ 8．6	
11 キタノギャラクシー 牡2鹿 55 武藤 雅北所 直人氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 480－ 21：14．23� 20．9

22 アースウルフ 牡2鹿 55

52 ▲菅原 明良松山 増男氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 422＋ 41：14．3� 171．8�
610 トマティーナ 牡2鹿 55 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 村下 明博 426± 01：14．51� 180．7
815 フジノホーオー 牡2黒鹿 55

52 ▲小林 凌大田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 秋場牧場 458＋ 21：14．71� 505．3�
47 キリシマダイオウ 牡2栗 55

54 ☆菊沢 一樹西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 466± 01：14．91� 404．8�
713 ソレユケタケコ 牡2芦 55 宮崎 北斗大久保與志雄氏 伊藤 伸一 新ひだか 田原橋本牧場 458＋141：15．64 305．7�
34 サンキングマン 牝2鹿 54 的場 勇人 �加藤ステーブル 的場 均 浦河 近藤牧場 426± 0 〃 ハナ 365．5�
35 バ ル セ ロ ナ 牝2鹿 54

51 ▲藤田菜七子 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 和田 勇介 新ひだか 服部 牧場 466＋121：15．7クビ 102．5�

611 クイーンキャンディ 牝2栗 54 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 加藤 和宏 日高 横井 哲 446－ 21：15．91� 388．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 43，266，500円 複勝： 126，441，200円 枠連： 13，924，200円
馬連： 82，204，600円 馬単： 43，501，400円 ワイド： 52，792，200円
3連複： 109，457，600円 3連単： 165，591，300円 計： 637，179，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 190円 � 360円 枠 連（5－5） 560円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 260円 �� 600円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 2，680円 3 連 単 ��� 6，600円

票 数

単勝票数 計 432665 的中 � 198276（1番人気）
複勝票数 計1264412 的中 � 919895（1番人気）� 59308（4番人気）� 24614（7番人気）
枠連票数 計 139242 的中 （5－5） 19107（2番人気）
馬連票数 計 822046 的中 �� 114903（2番人気）
馬単票数 計 435014 的中 �� 41097（3番人気）
ワイド票数 計 527922 的中 �� 60668（2番人気）�� 21246（8番人気）�� 9033（15番人気）
3連複票数 計1094576 的中 ��� 30578（10番人気）
3連単票数 計1655913 的中 ��� 18167（22番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．6―12．3―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．2―46．5―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイニーベイビー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Rainbow Quest デビュー 2019．9．8 中山4着

2017．3．9生 牡2鹿 母 ルンバブギー 母母 Key Flyer 5戦1勝 賞金 10，100，000円
※出走取消馬 リネンエントリー号（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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 ジョウハリ号・トゥーヤング号・トモエタカ号・ミコキャビンクルー号・ヨシオドライヴ号・ロマンスピネル号

3308612月22日 曇 良 （1中山5） 第8日 第2競走 ��
��1，800�2歳未勝利

発走10時05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

713 ケンシンコウ 牡2鹿 55 丸山 元気天野 克彦氏 小西 一男 新ひだか 静内山田牧場 474－ 21：55．8 6．2�
714 ブリジャール 牡2鹿 55 C．ルメール �シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 496＋ 2 〃 アタマ 1．3�
36 アグードイメル 牡2栗 55

52 ▲山田 敬士ケーエスHD 小野 次郎 平取 稲原牧場 486－ 81：57．18 10．1�
611 ミヤビキング 牡2鹿 55 田辺 裕信村上 義勝氏 小島 茂之 新ひだか 静内白井牧場 528－181：57．95 38．9�
23 アポロファントム 牡2鹿 55 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 新ひだか へいはた牧場 454－ 21：58．85 20．0�
35 ニシノジェイピー 牡2黒鹿55 勝浦 正樹西山 茂行氏 田村 康仁 新ひだか 本桐牧場 432± 01：58．9� 282．5	
816� アウティスタ 牝2鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 米 University

of Kentucky 456± 01：59．11	 54．0

510 ネージュフォレスト 牝2栗 54 嶋田 純次落合 幸弘氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B494＋ 21：59．31
 49．0�
815 フ ジ コ ウ キ 牡2芦 55

54 ☆野中悠太郎荒木 誠氏 高市 圭二 新ひだか 岡田牧場 466± 01：59．4クビ 80．2�
48 ショウナンラクトン 牝2黒鹿 54

51 ▲菅原 明良国本 哲秀氏 奥村 武 新ひだか 西村 和夫 456± 01：59．71� 143．3
11 シゲルサソリザ 牡2青 55

52 ▲藤田菜七子森中 蕃氏 中野 栄治 日高 スウィング
フィールド牧場 446＋ 22：00．02 81．4�

24 コ ー リ ン グ �2青 55 内田 博幸河村 祥史氏 深山 雅史 新ひだか 静内坂本牧場 480＋ 62：00．74 357．8�
59 ヴィーヴァメジロ 牡2鹿 55 石川裕紀人芹澤 精一氏 勢司 和浩 様似 山口 幸雄 476＋ 22：01．02 81．1�
12 パワポケーションズ 牡2黒鹿55 江田 照男柳原 達也氏 鹿戸 雄一 浦河 桑田フアーム 422＋ 62：01．31� 159．7�
47 ユ ウ ホ 牝2青鹿 54

52 △岩田 望来玉腰 勇吉氏 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 466－ 22：02．04 157．1�
612 ココリミッション 牡2黒鹿55 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 木下牧場 440－ 62：04．0大差 15．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，161，200円 複勝： 175，929，300円 枠連： 18，374，100円
馬連： 80，598，500円 馬単： 54，228，500円 ワイド： 63，582，400円
3連複： 116，958，700円 3連単： 199，961，500円 計： 752，794，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 120円 � 110円 � 140円 枠 連（7－7） 340円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 180円 �� 440円 �� 230円

3 連 複 ��� 630円 3 連 単 ��� 5，240円

票 数

単勝票数 計 431612 的中 � 55631（2番人気）
複勝票数 計1759293 的中 � 114867（2番人気）� 1356591（1番人気）� 82573（3番人気）
枠連票数 計 183741 的中 （7－7） 40987（1番人気）
馬連票数 計 805985 的中 �� 192050（1番人気）
馬単票数 計 542285 的中 �� 32317（5番人気）
ワイド票数 計 635824 的中 �� 107327（1番人気）�� 29718（5番人気）�� 70876（2番人気）
3連複票数 計1169587 的中 ��� 137191（1番人気）
3連単票数 計1999615 的中 ��� 27623（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．9―38．0―51．4―1：04．2―1：17．2―1：29．9―1：42．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F38．6
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ケンシンコウ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 クリプティックラスカル デビュー 2019．11．30 中山4着

2017．3．6生 牡2鹿 母 マトゥリアルカ 母母 アマノミツルギ 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔騎手変更〕 ヴィーヴァメジロ号の騎手大塚海渡は，負傷のため石川裕紀人に変更。
〔その他〕 ケンシンコウ号は，決勝線手前で外側に逃避したことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴィーヴァメジロ号・パワポケーションズ号・ユウホ号・ココリミッション号は，「タイムオーバーによ

る出走制限」のため，令和2年1月22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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 セイカタチバナ号

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第５回 中山競馬 第８日



3308712月22日 曇 良 （1中山5） 第8日 第3競走 ��
��1，600�2歳未勝利

発走10時35分 （芝・右・外）
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
1：33．4
1：32．3

良
良

48 シ ベ ー ル 牝2鹿 54 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 454＋141：35．4 5．8�
36 プ リ マ ジ ア 牡2鹿 55

52 ▲菅原 明良藤沼 利夫氏 金成 貴史 平取 スガタ牧場 454－ 2 〃 アタマ 4．2�
12 マイネルチューダ 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 むかわ 新井牧場 444± 01：35．5� 13．3�
59 シ ャ チ 牡2鹿 55

54 ☆野中悠太郎中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 458＋ 21：35．71� 29．1�
510 ラザフォード 牝2鹿 54 C．ルメール 潘 蘇通氏 藤沢 和雄 新冠 パカパカ

ファーム 446－ 81：35．91� 6．3�
815 カフェサンドリヨン 牝2芦 54 北村 宏司西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 472－ 4 〃 アタマ 12．0	
35 	 オ ル テ ー ル 牡2鹿 52 M．デムーロ吉田 和美氏 堀 宣行 豪

Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

482＋ 6 〃 ハナ 3．2

23 ダイワリチャード 牡2鹿 55 O．マーフィー 大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 450＋ 21：36．0
 9．6�

（英）

47 ヴァルトグリーン 牡2鹿 55 津村 明秀斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 B420＋ 81：36．21 85．4�
816 ソフィスティケイト 牝2鹿 54 丸山 元気阿部 善武氏 大和田 成 新冠 森 牧場 444＋ 21：36．41 114．0
11 ヨ モ ギ 牝2栗 54 田辺 裕信岡本 真二氏 伊藤 圭三 浦河 山田牧場 416－ 61：36．5
 44．6�
713 パイオニアエース 牡2黒鹿 55

53 △岩田 望来杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 426＋ 61：36．6
 323．8�
714 サ ク ラ マ ス 牝2芦 54

53 ☆菊沢 一樹越村 哲男氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 426＋ 61：36．7� 335．5�
612 マイネルカガヤキ 牡2栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新冠 竹中牧場 474－ 21：37．44 353．5�
611 シンキングムーン 牝2鹿 54 武 豊佐藤 雄司氏 武市 康男 新冠 浜口牧場 438－ 61：37．71
 43．9�
24 ブラックヴァローナ 牝2栗 54 内田 博幸黒澤 尚氏 林 徹 日高 Wing Farm 422＋ 2 〃 アタマ 349．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 57，004，700円 複勝： 98，374，800円 枠連： 23，596，500円
馬連： 117，494，500円 馬単： 48，754，900円 ワイド： 87，819，100円
3連複： 159，277，900円 3連単： 182，647，000円 計： 774，969，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 190円 � 150円 � 320円 枠 連（3－4） 560円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 2，680円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，040円 �� 520円

3 連 複 ��� 3，930円 3 連 単 ��� 18，860円

票 数

単勝票数 計 570047 的中 � 77818（3番人気）
複勝票数 計 983748 的中 � 130460（3番人気）� 210113（1番人気）� 64110（7番人気）
枠連票数 計 235965 的中 （3－4） 32401（2番人気）
馬連票数 計1174945 的中 �� 74741（4番人気）
馬単票数 計 487549 的中 �� 13630（9番人気）
ワイド票数 計 878191 的中 �� 48273（3番人気）�� 20373（17番人気）�� 44410（6番人気）
3連複票数 計1592779 的中 ��� 30390（13番人気）
3連単票数 計1826470 的中 ��� 7018（59番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．5―35．0―46．8―59．0―1：11．2―1：22．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．6―3F36．4

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

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

シ ベ ー ル �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．9．8 中山3着

2017．2．27生 牝2鹿 母 ヴ ィ ー ヴ ル 母母 レディブラッサム 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔騎手変更〕 サクラマス号の騎手大塚海渡は，負傷のため菊沢一樹に変更。
〔制裁〕 シベール号の騎手三浦皇成は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）
※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） 1頭 コンチサエッタ号
（非抽選馬） 3頭 カドフィール号・ビオロンスコッツ号・メガフロート号
※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。

3308812月22日 曇 良 （1中山5） 第8日 第4競走 ��
��1，200�2歳新馬

発走11時05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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

59 アルマセグレート 牝2栗 54 丸山 元気 �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 452 ―1：14．3 2．4�
612 ショーショーショー 牡2栃栗55 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 矢野牧場 526 ―1：14．83 4．1�
11 ゴーゴーヘレンド 牝2黒鹿 54

51 ▲山田 敬士上山 牧氏 林 徹 浦河 高昭牧場 486 ―1：15．01� 21．7�
12 ア キ ラ ク ン 牡2栗 55

52 ▲藤田菜七子小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 田中 裕之 450 ―1：15．21 6．1�
611 ローズブランシェ 牝2芦 54 武士沢友治島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 444 ―1：15．52 164．8	
713 エクスムーア 牝2鹿 54 黛 弘人北所 直人氏 土田 稔 新ひだか 藤原牧場 448 ―1：15．6� 125．0

816 タマモビックホーム 牡2鹿 55

52 ▲菅原 明良タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 岡田牧場 448 ―1：15．91� 11．3�
23 シゲルペガススザ 牡2鹿 55 蛯名 正義森中 蕃氏 中野 栄治 浦河 王蔵牧場 500 ―1：16．11	 140．6
24 スマイルオリオン 牡2黒鹿 55

54 ☆野中悠太郎松野 真一氏 松山 将樹 浦河 高昭牧場 492 ―1：16．2クビ 48．9�
36 ト キ ノ ヒ ト 牝2黒鹿54 大野 拓弥松田 整二氏 新開 幸一 浦河 富塚ファーム 406 ―1：16．51� 47．3�
510 シゲルケレス 牡2鹿 55 的場 勇人森中 蕃氏 的場 均 新ひだか 福岡 駿弥 480 ―1：16．6� 121．9�
714 ビクトリーマジック 
2栗 55 丸田 恭介田島榮二郎氏 竹内 正洋 浦河 市川フアーム 440 ―1：16．7クビ 29．7�
35 トミケンヴァイゼ 牝2鹿 54 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 武市 康男 日高 大江牧場 476 ― 〃 クビ 118．0�
47 トモジャブルーノ 牡2栃栗55 石川裕紀人吉冨 朝美氏 小笠 倫弘 浦河 高昭牧場 484 ― 〃 ハナ 5．8�
815 ララスカート 牝2黒鹿54 内田 博幸松村 真司氏 田中 剛 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 420 ―1：17．12	 124．5�
48 ワイワイガール 牝2鹿 54 柴田 善臣山田 泰司氏 天間 昭一 日高 ストームファーム

コーポレーション 408 ―1：18．16 109．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 46，768，900円 複勝： 52，523，500円 枠連： 18，920，300円
馬連： 84，313，100円 馬単： 41，105，500円 ワイド： 54，340，600円
3連複： 106，444，300円 3連単： 131，264，100円 計： 535，680，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 150円 � 360円 枠 連（5－6） 560円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 260円 �� 790円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 3，030円 3 連 単 ��� 8，950円

票 数

単勝票数 計 467689 的中 � 153102（1番人気）
複勝票数 計 525235 的中 � 131660（1番人気）� 99442（2番人気）� 25278（6番人気）
枠連票数 計 189203 的中 （5－6） 26136（2番人気）
馬連票数 計 843131 的中 �� 125717（1番人気）
馬単票数 計 411055 的中 �� 36356（1番人気）
ワイド票数 計 543406 的中 �� 63989（1番人気）�� 16274（9番人気）�� 10779（14番人気）
3連複票数 計1064443 的中 ��� 26283（9番人気）
3連単票数 計1312641 的中 ��� 10631（22番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．3―13．0―12．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．8―36．1―49．1―1：01．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルマセグレート �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 タイキシャトル 初出走

2017．2．27生 牝2栗 母 シークレットルーム 母母 リボーズシークレット 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ゴーゴーヘレンド号の騎手山田敬士は，3コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金

10，000円。（被害馬：5番・11番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の27頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）27頭 アグネスクレバー号・アルジョンブラン号・ヴェリズモ号・グラスエンジェル号・クリノピチカート号・

クリムゾンブリッツ号・ケイアイピハ号・サンノーフォーク号・サンメディル号・シゲルミョウジョウ号・
ジーランディア号・スノーレイズ号・タイガーロック号・タイニーパワー号・ディランズソング号・
トウカイエトワール号・トランクイッロ号・トリッチトラッチ号・トーセンシーバス号・ハッピーミニスター号・
パルディエス号・ビッグセント号・フィーユレヴーズ号・フクノソミュール号・プリモダルク号・
ムーンライトリバー号・リリカルフレイム号



3308912月22日 曇 良 （1中山5） 第8日 第5競走 ��
��1，600�2歳新馬

発走11時35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

12 ギ ベ ル テ ィ 牡2黒鹿55 武 豊ゴドルフィン 小島 茂之 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 524 ―1：37．8 6．7�

48 ブライドグルーム 牡2鹿 55 R．ムーア �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 452 ―1：38．12 1．7�

（英）

611 ラストエクセル 牝2栗 54 M．デムーロ �ニッシンホールディングス 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 444 ―1：38．31� 10．9�
59 � チャロアイト 牝2鹿 54 大野 拓弥吉田 和子氏 池上 昌和 米 Merriebelle

Stable, LLC 474 ―1：38．4	 10．6�
510 グランチーノ 牝2鹿 54 津村 明秀小菅 誠氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 458 ―1：38．61� 38．5	
815 フレッシュスタート 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 浦河 目名太山口
牧場 410 ―1：39．02
 44．7


24 � ア イ ノ ア 牝2鹿 54 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 青木 孝文 米
Fred W. Hertrich III,
John D. Fielding &
Robert L. Tribbett

486 ―1：39．1
 28．0�
714 セ シ ー ル 牝2鹿 54 石川裕紀人島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 424 ―1：39．2	 157．3
36 アッタヴァンティ 牝2鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 424 ―1：39．83
 5．0�
11 シンカンワールド 牝2鹿 54 勝浦 正樹國武 佳博氏 藤原 辰雄 新冠 シンカンファーム 424 ― 〃 アタマ 266．4�
35 � ポンポンルージュ 牝2栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 米

Jeffrey K. Ramsey,
Stephanie E. Ramsey
& William K. Ramsey

470 ―1：40．22 86．5�
713 ケイティミラクル 牡2黒鹿55 横山 和生瀧本 和義氏 小野 次郎 新冠 松浦牧場 484 ―1：40．3
 155．2�
612 ムーンピラー 牡2青鹿55 武藤 雅林 正道氏 矢野 英一 日高 白井牧場 470 ―1：40．51� 82．8�
23 キョウエイブリッツ 牝2黒鹿54 菅原 隆一田中 晴夫氏 武市 康男 青森 長谷地 義正 408 ―1：40．81	 176．9�
816 サンプレスコット 牝2鹿 54 蛯名 正義 �加藤ステーブル 天間 昭一 浦河 栄進牧場 430 ―1：40．9
 382．8�
47 スナイプトウショウ 牝2青鹿54 木幡 初也トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか 坂本 春雄 514 ―1：41．21	 307．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，880，300円 複勝： 65，665，900円 枠連： 18，310，700円
馬連： 86，458，600円 馬単： 50，389，200円 ワイド： 61，029，600円
3連複： 109，602，500円 3連単： 180，418，700円 計： 625，755，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 180円 � 110円 � 210円 枠 連（1－4） 570円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 270円 �� 850円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，580円 3 連 単 ��� 10，250円

票 数

単勝票数 計 538803 的中 � 63588（3番人気）
複勝票数 計 656659 的中 � 69164（4番人気）� 252478（1番人気）� 54167（5番人気）
枠連票数 計 183107 的中 （1－4） 24654（2番人気）
馬連票数 計 864586 的中 �� 124207（2番人気）
馬単票数 計 503892 的中 �� 22814（6番人気）
ワイド票数 計 610296 的中 �� 62261（2番人気）�� 16170（9番人気）�� 44132（4番人気）
3連複票数 計1096025 的中 ��� 51926（4番人気）
3連単票数 計1804187 的中 ��� 12755（24番人気）

ハロンタイム 12．6―12．2―12．5―12．8―12．5―11．9―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．8―37．3―50．1―1：02．6―1：14．5―1：25．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

ギ ベ ル テ ィ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Dubai Millennium 初出走

2017．2．21生 牡2黒鹿 母 スプリングレイン 母母 ストームソング 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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 カランクール号・コスモカモミール号・スズオリーブ号・セイプレシャス号・チャオコーリー号・

プレシャススパート号・ボウイッシュ号・レオハイセンス号・レッチェバロック号
※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。

3309012月22日 曇 良 （1中山5） 第8日 第6競走 ��
��1，200�2歳1勝クラス

発走12時25分 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．2
1：10．2

不良
不良

816 マイネルワルツ 牡2栗 55
52 ▲菅原 明良 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 新冠 ビッグレッドファーム 448± 01：11．8 11．3�
48 � オーロラテソーロ 牡2栗 55 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 米 John R. Penn &
Spendthift Farm 486－ 2 〃 クビ 2．1�

47 エンプティチェア 牡2鹿 55 松山 弘平江馬 由将氏 音無 秀孝 浦河 帰山 清貴 466＋ 41：12．11� 11．0�
59 ヴァンドゥメール 牡2青鹿55 三浦 皇成 �スリーエイチレーシング 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 482＋ 21：12．42 4．3�
24 スズカパンサー 牡2栗 55 石橋 脩永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 まるとみ冨岡牧場 458＋ 81：12．5クビ 29．0�
714 プレジールドビブル 牡2鹿 55 木幡 初也東海林貴大氏 竹内 正洋 新ひだか 山際牧場 458＋ 81：12．6� 60．9	
612 プロヴィデンス 牡2栗 55 川田 将雅藤本 栄史氏 加藤士津八 日高 槇本牧場 480＋14 〃 アタマ 6．4

12 プ リ ン サ ン 牝2鹿 54

53 ☆菊沢 一樹是枝 浩平氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 424＋ 21：12．7クビ 122．9�
35 アポロセイラン 牡2鹿 55 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 日高 春木ファーム 452＋ 4 〃 アタマ 54．0�
36 デビルスダンサー 牝2栗 54

51 ▲藤田菜七子前迫 義幸氏 奥村 武 むかわ 上水牧場 432± 01：12．8	 19．7
23 レムリアンシード 牡2芦 55 武藤 雅田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 スカイビーチステーブル 446＋121：13．33 163．8�
713 ヤ マ メ 牝2黒鹿 54

52 △岩田 望来越村 哲男氏 久保田貴士 日高 木村牧場 460＋ 8 〃 クビ 50．3�
510 ス ト レ ガ 牝2栗 54 杉原 誠人清川 信弘氏 浅野洋一郎 新冠 佐藤 静子 470＋ 21：13．51 292．1�
11 グッドブリッジ 牡2栗 55 岩田 康誠吉橋 厚司氏 高橋 文雅 新冠 松浦牧場 476＋ 8 〃 アタマ 96．6�
611 ウィーンソナタ 牝2青鹿54 田辺 裕信星野 �男氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 488－ 41：13．6	 27．0�
815 コパノビアンカ 牝2青鹿54 柴田 大知小林 祥晃氏 林 徹 新冠 武田牧場 430－ 41：13．81
 153．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 65，397，000円 複勝： 96，550，900円 枠連： 27，455，000円
馬連： 136，113，600円 馬単： 59，753，000円 ワイド： 103，587，400円
3連複： 191，338，800円 3連単： 225，643，200円 計： 905，838，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 220円 � 120円 � 240円 枠 連（4－8） 950円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 4，120円

ワ イ ド �� 580円 �� 1，390円 �� 460円

3 連 複 ��� 3，250円 3 連 単 ��� 26，680円

票 数

単勝票数 計 653970 的中 � 46105（5番人気）
複勝票数 計 965509 的中 � 91236（4番人気）� 279541（1番人気）� 82929（5番人気）
枠連票数 計 274550 的中 （4－8） 22242（3番人気）
馬連票数 計1361136 的中 �� 77902（4番人気）
馬単票数 計 597530 的中 �� 10876（14番人気）
ワイド票数 計1035874 的中 �� 46120（6番人気）�� 17881（16番人気）�� 60920（3番人気）
3連複票数 計1913388 的中 ��� 44090（7番人気）
3連単票数 計2256432 的中 ��� 6130（74番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．2―12．2―12．3―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．5―45．7―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルワルツ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2019．6．15 東京12着

2017．3．6生 牡2栗 母 マイネノンノ 母母 ノ ン コ 8戦2勝 賞金 16，750，000円
〔制裁〕 マイネルワルツ号の騎手菅原明良は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：7番・3番・2

番）
※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） 3頭 コパノキャリー号・タマモツワモノ号・ニシノミンクス号



3309112月22日 曇 良 （1中山5） 第8日 第7競走 ��
��1，800�3歳以上1勝クラス

発走12時55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
1：48．5
1：47．6

重
重

12 � ラ ラ ロ ワ 	4黒鹿57 木幡 巧也飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B510＋ 61：55．2 31．7�
47 カイザースクルーン 	3芦 56 石川裕紀人 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－ 2 〃 クビ 32．2�
815 ヨクエロマンボ 	6芦 57 横山 典弘平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 466＋ 81：55．3クビ 6．5�
816� フライオールデイズ 牡4黒鹿57 田辺 裕信岡田 壮史氏 清水 英克 様似 小田牧場 500＋ 21：55．51 5．3�
713 ワンダーマンボ 牝3黒鹿 54

52 △岩田 望来草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 468＋ 2 〃 クビ 13．1�
510 セイカヤマノ 牡3黒鹿56 丸田 恭介久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム B500＋ 81：55．6
 21．2	
23 ロークアルルージュ 牡3芦 56 C．ルメール 尾﨑 恒男氏 手塚 貴久 洞�湖 レイクヴィラファーム B540－ 61：56．02
 3．5

35 グロリアスホープ 牡3鹿 56 石橋 脩�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 B502＋12 〃 ハナ 7．3�
24 コスモハヤテ 牡3青 56

53 ▲菅原 明良 �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 478＋ 21：56．21 21．3�
59 サンマルバロン 	7栗 57 内田 博幸相馬 勇氏 和田 勇介 日高 三城牧場 496＋21 〃 アタマ 70．0
611 ユキノヴェルデ 牡3鹿 56 北村 宏司井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 516＋101：56．51� 17．3�
714 アドアステラ 牝3栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム B452－ 41：56．82 19．5�
11 アイヅリュウコ 牡3栗 56 杉原 誠人真部 晴德氏 小笠 倫弘 新ひだか 増本牧場 482＋121：57．11� 67．1�
612 フクサンダーク 牡3鹿 56

55 ☆野中悠太郎小沼 博氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 494＋ 41：57．2クビ 10．3�
36 サルウェーテ 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大西森 功氏 堀井 雅広 新ひだか 友田牧場 470－ 21：57．52 285．3�
48  コスモロビンソン 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 米 Champion

Equine, LLC B518＋162：03．5大差 43．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 58，240，700円 複勝： 86，179，200円 枠連： 37，574，100円
馬連： 135，586，400円 馬単： 52，522，300円 ワイド： 101，811，900円
3連複： 191，999，900円 3連単： 193，197，800円 計： 857，112，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，170円 複 勝 � 940円 � 910円 � 270円 枠 連（1－4） 19，330円

馬 連 �� 55，530円 馬 単 �� 117，930円

ワ イ ド �� 10，780円 �� 3，340円 �� 5，620円

3 連 複 ��� 151，890円 3 連 単 ��� 1，490，080円

票 数

単勝票数 計 582407 的中 � 14666（11番人気）
複勝票数 計 861792 的中 � 22288（12番人気）� 23028（11番人気）� 96233（3番人気）
枠連票数 計 375741 的中 （1－4） 1506（32番人気）
馬連票数 計1355864 的中 �� 2014（91番人気）
馬単票数 計 525223 的中 �� 334（190番人気）
ワイド票数 計1018119 的中 �� 2419（90番人気）�� 7935（44番人気）�� 4670（61番人気）
3連複票数 計1919999 的中 ��� 948（333番人気）
3連単票数 計1931978 的中 ��� 94（2320番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．8―37．8―51．1―1：03．8―1：16．5―1：29．2―1：41．9

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

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

勝馬の
紹 介

�ラ ラ ロ ワ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 タニノギムレット

2015．5．26生 	4黒鹿 母 ダイワジャンヌ 母母 ケーキカット 8戦1勝 賞金 10，450，000円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 コスモロビンソン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年1月22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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 スペロラルーチェ号・ヒロノライデン号
（非抽選馬） 1頭 スフィーダグリーン号

3309212月22日 曇 良 （1中山5） 第8日 第8競走 ��
��2，500�グッドラックハンデキャップ

発走13時25分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），30．12．22以降1．12．15まで1回以上出走馬；負
担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：28．2

良
良

812 ボ ス ジ ラ 牡3芦 54 C．ルメール 金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 518＋ 62：34．0 2．8�

811 サトノラディウス 牡3鹿 55 O．マーフィー �サトミホースカンパニー 国枝 栄 千歳 社台ファーム 484＋ 2 〃 アタマ 3．1�
（英）

79 ノーチカルチャート 牡3青鹿53 �島 克駿 �社台レースホース奥村 豊 千歳 社台ファーム 474＋ 42：34．31� 25．9�
67 コスモジャーベ 牡6黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 坂本 智広 490＋122：34．51 57．2�
44 シュブリーム 牡3黒鹿54 M．デムーロ栗坂 崇氏 大和田 成 浦河 中神牧場 B464± 02：34．82 7．2	
33 ドリームスピリット 牡4鹿 55 武 豊落合 幸弘氏 武藤 善則 様似 中村 俊紀 518＋ 42：35．11� 15．1

710 カーロバンビーナ 牝4鹿 54 石橋 脩 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 412＋ 4 〃 クビ 18．4�
55 エイプリルミスト 牝5芦 53 池添 謙一 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 448± 02：35．2クビ 10．1�
22 ジャディード 牡4黒鹿54 田辺 裕信丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 446＋ 8 〃 クビ 104．3
68 トレジャートローヴ 牡6芦 55 D．レーン 吉田 勝己氏 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 448－ 42：36．05 38．1�

（豪）

11 	 ヴァイスブリッツ 牡4鹿 55 松山 弘平 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 464＋ 22：36．85 8．1�

56 ブラックモリオン 牝3青鹿50 藤懸 貴志 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B484＋ 4 〃 クビ 66．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 83，351，400円 複勝： 102，485，700円 枠連： 33，845，400円
馬連： 170，676，000円 馬単： 70，686，500円 ワイド： 114，399，400円
3連複： 222，157，300円 3連単： 294，066，900円 計： 1，091，668，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 140円 � 530円 枠 連（8－8） 410円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，290円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 3，420円 3 連 単 ��� 11，250円

票 数

単勝票数 計 833514 的中 � 233022（1番人気）
複勝票数 計1024857 的中 � 207651（2番人気）� 231633（1番人気）� 32521（8番人気）
枠連票数 計 338454 的中 （8－8） 62821（1番人気）
馬連票数 計1706760 的中 �� 310171（1番人気）
馬単票数 計 706865 的中 �� 68268（1番人気）
ワイド票数 計1143994 的中 �� 155507（1番人気）�� 20057（19番人気）�� 20272（17番人気）
3連複票数 計2221573 的中 ��� 48651（9番人気）
3連単票数 計2940669 的中 ��� 18947（23番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
6．8―18．2―30．1―42．5―55．3―1：08．4―1：21．1―1：33．7―1：46．0―1：58．1―2：10．0―2：21．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ボ ス ジ ラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2018．7．21 福島1着

2016．3．11生 牡3芦 母 ミスパスカリ 母母 ブルーアヴェニュー 7戦3勝 賞金 41，281，000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。



3309312月22日 曇 良 （1中山5） 第8日 第9競走 ��
��1，800�ノ エ ル 賞

発走14時00分 （芝・右）
牝，3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳54�4歳以上55�

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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

24 ロフティフレーズ 牝4黒鹿55 丸山 元気水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 470＋ 21：50．0 7．4�
48 グレイテスト 牝3芦 54 三浦 皇成荒井 元明氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 466± 0 〃 クビ 8．3�
815 ジョブックコメン 牝4黒鹿55 O．マーフィー �萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 424＋ 61：50．21� 14．3�

（英）

611 トーセンリスト 牝3栗 54 菊沢 一樹島川 �哉氏 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 446＋ 61：50．3	 35．0�
816 ダノンポピー 牝4栗 55 横山 典弘�ダノックス 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 484＋301：50．4クビ 43．7	
36 エ ア ジ ー ン 牝3鹿 54 福永 祐一 �ラッキーフィールド堀 宣行 安平 ノーザンファーム 452＋ 4 〃 クビ 4．7

510 ク リ ッ パ ー 牝4青鹿55 C．スミヨン 吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 490＋ 61：50．5クビ 4．5�

（仏）

23 ギフトオブアート 牝3鹿 54 田辺 裕信ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 484＋ 41：50．6	 26．8�

713 シングフォーユー 牝3鹿 54 C．ルメール 社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 464＋ 41：50．7
 6．2�
714 ビックピクチャー 牝3鹿 54 岩田 望来廣崎利洋HD� 藤原 英昭 日高 Shall Farm 420＋ 4 〃 クビ 15．9�
59 ミラクルブラッド 牝4鹿 55 石川裕紀人芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 458＋141：50．91 56．8�
11 ターフェルムジーク 牝4鹿 55 松山 弘平 サンデーレーシング 渡辺 薫彦 安平 追分ファーム 434＋ 8 〃 クビ 135．2�
35 フラッシングジェム 牝3青鹿54 嘉藤 貴行 社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 472－ 6 〃 アタマ 149．6�
12 フォークテイル 牝3鹿 54 池添 謙一 サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 442＋ 4 〃 ハナ 8．3�
612 プ リ ュ ス 牝4鹿 55 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 428－ 41：51．0クビ 38．6�
47 ダイワエトワール 牝5黒鹿55 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 520＋141：51．32 124．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 91，045，000円 複勝： 136，538，500円 枠連： 38，498，600円
馬連： 234，507，400円 馬単： 78，604，700円 ワイド： 142，977，000円
3連複： 299，219，700円 3連単： 338，177，500円 計： 1，359，568，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 210円 � 260円 � 350円 枠 連（2－4） 2，250円

馬 連 �� 3，040円 馬 単 �� 5，630円

ワ イ ド �� 950円 �� 1，300円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 10，440円 3 連 単 ��� 47，260円

票 数

単勝票数 計 910450 的中 � 97903（4番人気）
複勝票数 計1365385 的中 � 181897（3番人気）� 137669（5番人気）� 91662（7番人気）
枠連票数 計 384986 的中 （2－4） 13237（12番人気）
馬連票数 計2345074 的中 �� 63411（15番人気）
馬単票数 計 786047 的中 �� 10461（26番人気）
ワイド票数 計1429770 的中 �� 39484（12番人気）�� 28246（19番人気）�� 21914（20番人気）
3連複票数 計2992197 的中 ��� 21476（34番人気）
3連単票数 計3381775 的中 ��� 5187（171番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．0―37．4―50．2―1：02．5―1：14．9―1：26．9―1：38．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．5―3F35．1
1
3
11，16（4，8，14）（5，10）（2，15）（3，6）1，13，9，12－7
11（4，16）8（5，10，14）（2，3，15）（1，6）（9，13）12，7

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

勝馬の
紹 介

ロフティフレーズ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．1．21 中山1着

2015．4．2生 牝4黒鹿 母 モ ン ク ー ル 母母 プレシャスキール 16戦3勝 賞金 49，906，000円
〔制裁〕 ビックピクチャー号の騎手岩田望来は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：1番）
※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 テンワールドレイナ号・レッドイリーゼ号
※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。

3309412月22日 曇 良 （1中山5） 第8日 第10競走 ��
��1，200�2019フェアウェルステークス

発走14時35分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下）；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 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

612� ジャスパープリンス 牡4鹿 57 松山 弘平加藤 和夫氏 森 秀行 米
Hill ’n’ Dale
Equine Hold-
ings, Inc

482－ 81：09．8 14．1�
11 ジャスティン 牡3栗 56 岩田 康誠小田 吉男氏 矢作 芳人 日高 天羽 禮治 478± 01：09．9	 16．7�
23 メイショウミライ 牡4栗 57 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 492＋ 41：10．21
 3．0�
59 ルッジェーロ �4黒鹿57 福永 祐一村木 隆氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 518＋ 41：10．3	 17．7�
36 � リュウノユキナ 牡4芦 57 柴田 善臣蓑島 竜一氏 小野 次郎 新ひだか 藤川フアーム 520＋101：10．51 7．5�
24 � アスタースウィング 牡5栗 57 石橋 脩加藤 久枝氏 中竹 和也 米 WinStar

Farm, LLC B518± 01：10．81
 25．3�
816 シ ス ル 牝4青 55 木幡 巧也中村 祐子氏 新開 幸一 新ひだか オギオギ牧場 508－ 41：10．9クビ 10．1	
611 ロードエース 牡4鹿 57 三浦 皇成 
ロードホースクラブ 松下 武士 浦河 栄進牧場 502－ 21：11．0
 81．4�
35 ブラックランナー 牡5鹿 57 岩田 望来 
カナヤマホール

ディングス 鈴木 孝志 新ひだか 千代田牧場 478＋ 41：11．1
 164．4�
47 タマモコーラス 牝5黒鹿55 城戸 義政タマモ
 武 英智 新ひだか 曾我 博 464－ 4 〃 アタマ 53．2
713 スピリットワンベル 牡4鹿 57 北村 宏司鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 532＋ 6 〃 クビ 48．9�
510 ヴィルトファン 牝3黒鹿54 武藤 雅 
カナヤマホール

ディングス 高柳 瑞樹 平取 赤石牧場 504－ 41：11．3
 7．9�
815 オーヴァーライト �4栗 57 石川裕紀人 �サンデーレーシング 手塚 貴久 新冠 須崎牧場 B474± 01：11．4	 52．0�
12 � リ モ ン デ ィ 牡5鹿 57 津村 明秀吉田 和美氏 黒岩 陽一 豪 Ramsey Pas-

toral Co Pty Ltd 552－ 2 〃 クビ 43．3�
48 ア カ ネ サ ス 牝3鹿 54 池添 謙一林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム B492＋121：11．82	 5．3�
714 スズカグラーテ 牝5黒鹿55 内田 博幸永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 B474＋121：12．22	 20．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 105，821，400円 複勝： 137，567，800円 枠連： 52，486，100円
馬連： 275，145，800円 馬単： 103，024，700円 ワイド： 168，171，600円
3連複： 370，758，600円 3連単： 422，691，800円 計： 1，635，667，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，410円 複 勝 � 360円 � 460円 � 160円 枠 連（1－6） 6，740円

馬 連 �� 11，360円 馬 単 �� 21，750円

ワ イ ド �� 3，480円 �� 1，150円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 13，520円 3 連 単 ��� 124，520円

票 数

単勝票数 計1058214 的中 � 59969（6番人気）
複勝票数 計1375678 的中 � 87083（6番人気）� 64816（8番人気）� 292495（1番人気）
枠連票数 計 524861 的中 （1－6） 6030（29番人気）
馬連票数 計2751458 的中 �� 19949（37番人気）
馬単票数 計1030247 的中 �� 3552（78番人気）
ワイド票数 計1681716 的中 �� 12073（41番人気）�� 38021（9番人気）�� 39130（8番人気）
3連複票数 計3707586 的中 ��� 20566（42番人気）
3連単票数 計4226918 的中 ��� 2461（437番人気）

ハロンタイム 11．7―10．2―11．1―11．7―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―21．9―33．0―44．7―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ジャスパープリンス �
�
父 Violence �

�
母父 Bernardini デビュー 2017．8．19 小倉2着

2015．5．29生 牡4鹿 母 Ambitious Journey 母母 Ambitious Cat 15戦3勝 賞金 49，903，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔制裁〕 アスタースウィング号の騎手石橋脩は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）
※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 アルーアキャロル号・アーバンイェーガー号・ヴォーガ号・クインズラミントン号・マンカストラップ号・

メイショウアリソン号

１レース目 ３レース目



3309512月22日 曇 良 （1中山5） 第8日 第11競走 ��
��2，500�有 馬 記 念（ＧⅠ）

発走15時25分 （第64回グランプリ） （芝・右）
3歳以上，ファン投票および別に定める方法により選定された馬；負担重量は，3歳55�4
歳以上57�，牝馬2�減

日本馬主協会連合会会長賞・中山馬主協会賞（1着）
賞 品

本 賞 300，000，000円 120，000，000円 75，000，000円 45，000，000円 30，000，000円
付 加 賞 3，402，000円 972，000円 486，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

2：29．5
2：28．2
2：29．5

良
良
良

36 リスグラシュー 牝5黒鹿55 D．レーン �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 468 2：30．5 6．7�
（豪）

510 サートゥルナーリア 牡3黒鹿55 C．スミヨン �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 504＋ 22：31．35 7．8�
（仏）

47 ワールドプレミア 牡3黒鹿55 武 豊大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 492＋ 82：31．4クビ 13．4�
35 フィエールマン 牡4鹿 57 池添 謙一 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 482 2：31．61� 18．4�
611 キ セ キ 牡5黒鹿57 R．ムーア 石川 達絵氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 506 〃 クビ 27．1�

（英）

816 シュヴァルグラン 牡7栗 57 福永 祐一佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 470＋ 62：31．91	 135．4	
48 レ イ デ オ ロ 牡5鹿 57 三浦 皇成 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B494＋ 82：32．11
 35．8

714 ヴェロックス 牡3鹿 55 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 494＋ 42：32．31 33．7�
59 アーモンドアイ 牝4鹿 55 C．ルメール �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 486＋ 6 〃 ハナ 1．5
23 エ タ リ オ ウ 牡4青鹿57 横山 典弘 �Gリビエール・

レーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B462± 02：32．4クビ 85．0�
713 ア ル ア イ ン 牡5鹿 57 松山 弘平 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 526± 02：32．82� 160．6�
12 スワーヴリチャード 牡5栗 57 O．マーフィー �NICKS 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 526＋102：33．65 17．5�

（英）

24 スティッフェリオ 牡5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 456＋ 82：34．02� 133．4�
815 アエロリット 牝5芦 55 津村 明秀 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 514－ 22：35．06 107．1�
11 スカーレットカラー 牝4鹿 55 岩田 康誠前田 幸治氏 高橋 亮 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474－122：35．31	 104．6�
612 クロコスミア 牝6黒鹿55 藤岡 佑介大塚 亮一氏 西浦 勝一 浦河 小島牧場 444－ 4 〃 クビ 207．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 3，201，874，500円 複勝： 2，101，651，600円 枠連： 1，466，115，100円 馬連： 6，147，374，000円 馬単： 2，967，410，400円
ワイド： 3，286，830，200円 3連複： 8，808，253，800円 3連単：18，910，205，000円 5重勝： 871，266，500円 計： 47，760，981，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 210円 � 270円 � 390円 枠 連（3－5） 300円

馬 連 �� 2，990円 馬 単 �� 6，130円

ワ イ ド �� 850円 �� 1，450円 �� 2，000円

3 連 複 ��� 10，750円 3 連 単 ��� 57，860円

5 重 勝
対象競走：中山9R／阪神9R／中山10R／阪神10R／中山11R

キャリーオーバー なし����� 24，395，460円

票 数

単勝票数 計32018745 的中 � 3800914（2番人気）
複勝票数 計21016516 的中 � 2864868（2番人気）� 2010181（3番人気）� 1270060（5番人気）
枠連票数 計14661151 的中 （3－5）3675686（1番人気）
馬連票数 計61473740 的中 �� 1690389（8番人気）
馬単票数 計29674104 的中 �� 362618（16番人気）
ワイド票数 計32868302 的中 �� 1022438（8番人気）�� 579185（13番人気）�� 413252（19番人気）
3連複票数 計88082538 的中 ��� 614104（29番人気）
3連単票数 計189102050 的中 ��� 236912（151番人気）
5重勝票数 計8712665 的中 ����� 25

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
6．9―18．0―29．4―40．8―52．3―1：04．5―1：16．8―1：28．9―1：40．6―1：52．9―2：06．3―2：18．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リスグラシュー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 American Post デビュー 2016．8．27 新潟2着

2014．1．18生 牝5黒鹿 母 リ リ サ イ ド 母母 Miller’s Lily 19戦6勝 賞金 887，381，000円
［他本会外：3戦1勝］

※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 ヴァイスブリッツ号・クレッシェンドラヴ号
※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。

3309612月22日 雨 良 （1中山5） 第8日 第12競走 ��
��1，200�クリスマスカップ

発走16時05分 （芝・右・外）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

35 � サンノゼテソーロ 牡3芦 56 武 豊了德寺健二ホール
ディングス� 田中 博康 米

Sheltowee Farm, WMK
Racing LLC, Patricia
Pavlish, Joe Miller, et al

452± 01：09．5 3．3�
612 ペイシャドリーム 牝3鹿 54 的場 勇人北所 直人氏 高橋 義博 新冠 ラツキー牧場 458＋ 61：09．71	 9．6�
713 ショウナンマッシブ 牡5鹿 57 吉田 豊国本 哲秀氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 476＋ 41：09．8
 41．9�
611 シンデレラメイク 牝4栗 55 津村 明秀田島 政光氏 �島 一歩 日高 モリナガファーム 500＋ 2 〃 クビ 16．1�
24 シセイタイガ 牡3青鹿56 三浦 皇成猪苗代 勇氏 高橋 文雅 新冠 パカパカ

ファーム 468＋ 4 〃 アタマ 5．4�
11 アイルチャーム 牝3栗 54 石橋 脩 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 448± 0 〃 ハナ 6．4	
510 オジョーノキセキ 牝4鹿 55 北村 宏司前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 512± 01：09．9
 15．9

815 ツ ヅ ク 牝5鹿 55 江田 照男清水 敏氏 伊藤 大士 新ひだか 岡田スタツド 452－ 4 〃 ハナ 92．1�
714� ライバーバード 牡5芦 57 石川裕紀人馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Marablue

Farm, LLC B508＋ 21：10．0クビ 26．7�
23 ア ゴ ベ イ 牝3鹿 54 川田 将雅ゴドルフィン 尾関 知人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444＋10 〃 アタマ 4．3
59 � スタークニナガ 牡4青鹿57 野中悠太郎山口功一郎氏 栗田 徹 新ひだか 谷岡スタット 442－ 8 〃 クビ 144．1�
36 イ キ オ イ 牡7鹿 57 丹内 祐次西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 458＋ 61：10．21 55．8�
48 イサチルルンルン 牝4鹿 55 藤田菜七子小坂 功氏 竹内 正洋 浦河 小葉松 幸雄 B462＋ 2 〃 アタマ 36．7�
47 ア ー ヒ ラ 牝4芦 55 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 448＋101：10．41	 122．2�
12 � ルマーカーブル 牡3鹿 56 勝浦 正樹伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 520＋ 81：10．5 85．0�
816� サウンドジャンゴ 牡7鹿 57 �島 克駿増田 雄一氏 和田正一郎 米 Hibiscus

Stables 532＋ 21：10．71	 265．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 157，439，800円 複勝： 190，488，700円 枠連： 86，525，400円
馬連： 370，489，100円 馬単： 139，080，700円 ワイド： 238，538，100円
3連複： 510，967，100円 3連単： 709，046，600円 計： 2，402，575，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 290円 � 630円 枠 連（3－6） 920円

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 2，950円

ワ イ ド �� 740円 �� 1，950円 �� 4，880円

3 連 複 ��� 23，680円 3 連 単 ��� 83，060円

票 数

単勝票数 計1574398 的中 � 381485（1番人気）
複勝票数 計1904887 的中 � 398677（1番人気）� 161984（5番人気）� 61719（9番人気）
枠連票数 計 865254 的中 （3－6） 72633（4番人気）
馬連票数 計3704891 的中 �� 154707（7番人気）
馬単票数 計1390807 的中 �� 35315（10番人気）
ワイド票数 計2385381 的中 �� 86701（7番人気）�� 30980（21番人気）�� 12120（43番人気）
3連複票数 計5109671 的中 ��� 16180（67番人気）
3連単票数 計7090466 的中 ��� 6189（250番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．3―11．8―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．0―45．8―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サンノゼテソーロ �
�
父 The Factor �

�
母父 Tale of the Cat デビュー 2019．3．16 中京1着

2016．4．5生 牡3芦 母 Cabaret Starlet 母母 Kalosca 7戦3勝 賞金 37，327，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時10分に変更。
〔制裁〕 ペイシャドリーム号の騎手的場勇人は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14番・

9番）
ペイシャドリーム号の騎手的場勇人は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 シゲルベンガルトラ号・シセイヒテン号・ハイヤーアプシス号

５レース目



（1中山5）第8日 12月22日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 187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

773，840，000円
10，370，000円
28，930，000円
6，770，000円
100，450，000円
97，000，000円
81，289，000円
5，454，000円
1，795，200円

勝馬投票券売得金
4，007，251，400円
3，370，397，100円
1，835，625，500円
7，920，961，600円
3，709，061，800円
4，475，879，500円
11，196，436，200円
21，952，911，400円
871，266，500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 59，339，791，000円

総入場人員 90，374名 （有料入場人員 82，115名）
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