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00001 1月5日 晴 良 （2中山1） 第1日 第1競走 ��1，200�3歳未勝利
発走9時55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

47 オイデヤスダイジン 牝3鹿 54 伊藤 工真ニットー商事� 金成 貴史 新冠 斉藤 安行 460＋ 21：13．3 3．6�
11 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 432＋ 4 〃 クビ 17．2�
23 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 458± 01：13．72� 199．0�
36 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± 01：13．8クビ 50．4�
612 ディヴィニティ 牝3鹿 54 O．マーフィー J．ウー氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 536－ 2 〃 クビ 1．6	

（英）

713 ノ ヘ ア 牝3芦 54 北村 宏司 �ニッシンホール
ディングス 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 428＋ 81：13．9クビ 74．3


714 エクメディノツルギ 牝3鹿 54 内田 博幸橋本慎太郎氏 深山 雅史 青森 有限会社
ラークヒルズ 424± 01：14．22 121．7�

35 シンキングアイル 牝3栗 54
52 △菅原 明良佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド B460－ 21：14．41� 82．2�

510 ラヴアンドゲーム 牝3鹿 54 大野 拓弥 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 434± 01：14．72 28．8
59 サ ノ レ ー ヌ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 438± 01：14．8� 9．5�
24 セ ル レ ア 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹�パニオロ 菊沢 隆徳 新冠 村上 欽哉 464＋101：14．9� 14．5�
12 スルーザリミッツ 牝3黒鹿54 三浦 皇成岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 新冠 ハシモトフアーム 424－ 4 〃 ハナ 31．4�
815 ラブカワールド 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 凌大増田 陽一氏 蛯名 利弘 日高 奥山 博 436＋ 41：15．32 474．2�
816 シラカワカツコ 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士大久保與志雄氏 伊藤 伸一 新冠 新冠橋本牧場 404＋ 41：15．4� 233．1�
48 イズジョーボヌール 牝3黒鹿54 菅原 隆一泉 一郎氏 石栗 龍彦 新ひだか 森 政巳 450＋ 21：15．61� 561．3�
611 コトブキノニ 牝3鹿 54 横山 和生江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 様似 清水スタッド 482＋181：16．23� 392．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，805，100円 複勝： 125，259，700円 枠連： 25，986，200円
馬連： 106，201，200円 馬単： 60，598，600円 ワイド： 84，368，600円
3連複： 168，139，900円 3連単： 236，139，900円 計： 857，499，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 250円 � 630円 � 5，760円 枠 連（1－4） 1，850円

馬 連 �� 2，330円 馬 単 �� 3，650円

ワ イ ド �� 730円 �� 8，320円 �� 18，300円

3 連 複 ��� 98，210円 3 連 単 ��� 280，650円

票 数

単勝票数 計 508051 的中 � 112112（2番人気）
複勝票数 計1252597 的中 � 158412（2番人気）� 49712（4番人気）� 4877（12番人気）
枠連票数 計 259862 的中 （1－4） 10886（5番人気）
馬連票数 計1062012 的中 �� 35299（7番人気）
馬単票数 計 605986 的中 �� 12424（10番人気）
ワイド票数 計 843686 的中 �� 31941（6番人気）�� 2530（46番人気）�� 1145（62番人気）
3連複票数 計1681399 的中 ��� 1284（116番人気）
3連単票数 計2361399 的中 ��� 610（403番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．2―12．5―13．1―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―33．9―46．4―59．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．6―3F39．4
3 ・（9，10，13）12－7（4，6，14）－（3，11，16）（1，5，8）15，2 4 ・（9，10）13，12，7（4，6）14，3，16（1，11）（5，8）2－15

勝馬の
紹 介

オイデヤスダイジン �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ゼンノエルシド デビュー 2019．10．20 東京2着

2017．3．18生 牝3鹿 母 ハ ロ ー タ マ 母母 タマビッグエックス 2戦1勝 賞金 7，900，000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 シゲルセイウン号
※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。

00002 1月5日 晴 良 （2中山1） 第1日 第2競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時25分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

47 リッターシュラーク 牡3黒鹿56 横山 典弘西森 功氏 中川 公成 新冠 オリエント牧場 490＋ 21：56．8 5．9�
12 ブリジャール 牡3鹿 56 O．マーフィー �シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 494－ 2 〃 クビ 1．5�

（英）

816 ジーマックス 牡3鹿 56 松岡 正海佐野 信幸氏 中舘 英二 日高 豊洋牧場 536＋ 81：57．43� 5．0�
23 トキメキナイス 牡3鹿 56 江田 照男片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 日高 門別牧場 462－ 41：57．71� 153．8�
510 ド ロ ス 牡3黒鹿56 木幡 巧也外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 500＋ 4 〃 ハナ 14．7�
713 トリプルシックス 牝3黒鹿54 横山 和生西森 功氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 466± 01：58．01� 32．9	
612 セイウンヒロイン 牝3黒鹿54 大野 拓弥西山 茂行氏 奥平 雅士 洞�湖 レイクヴィラファーム 510＋ 21：58．21� 18．8

11 ジ ョ ウ ハ リ 牡3栗 56 勝浦 正樹林 弘之氏 田島 俊明 様似 様似共栄牧場 432－101：59．69 234．0�
48 エリンクロノス 牡3栗 56

54 △木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 大栄牧場 B508± 02：00．23� 263．5�
59 ラインキャンドル 牝3黒鹿54 武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 476－ 22：00．62� 396．9
611 スズベルベット 牝3黒鹿54 三浦 皇成森 達郎氏 高橋 裕 青森 諏訪牧場 518＋ 22：01．34 27．1�
815 シゲルカメレオンザ 牡3鹿 56

55 ☆菊沢 一樹森中 蕃氏 和田 勇介 浦河 高昭牧場 472＋ 42：01．4クビ 533．9�
714 サンタラハシー 牝3栗 54

53 ☆野中悠太郎 �加藤ステーブル 上原 博之 日高 株式会社
ケイズ 472＋ 42：02．89 109．2�

36 エスケイサムソン 牡3鹿 56 岩部 純二伊藤 輔則氏 石毛 善彦 浦河 高昭牧場 444＋ 82：03．01 385．7�
35 ヒロノホマレボシ 牡3黒鹿 56

53 ▲山田 敬士小野 博郷氏 蛯名 利弘 平取 スガタ牧場 442＋202：03．1� 482．7�
24 テ ィ ン パ ニ 牡3黒鹿56 宮崎 北斗池田 草龍氏 粕谷 昌央 新冠 上井農場 506± 02：04．9大差 212．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，799，200円 複勝： 147，530，600円 枠連： 21，368，800円
馬連： 90，097，100円 馬単： 56，025，100円 ワイド： 70，084，600円
3連複： 128，836，500円 3連単： 202，795，600円 計： 769，537，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 140円 � 110円 � 120円 枠 連（1－4） 470円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 210円 �� 360円 �� 170円

3 連 複 ��� 580円 3 連 単 ��� 3，750円

票 数

単勝票数 計 527992 的中 � 70710（3番人気）
複勝票数 計1475306 的中 � 89446（3番人気）� 1062843（1番人気）� 112666（2番人気）
枠連票数 計 213688 的中 （1－4） 35121（2番人気）
馬連票数 計 900971 的中 �� 161731（2番人気）
馬単票数 計 560251 的中 �� 34974（5番人気）
ワイド票数 計 700846 的中 �� 84336（2番人気）�� 40982（5番人気）�� 121656（1番人気）
3連複票数 計1288365 的中 ��� 165127（1番人気）
3連単票数 計2027956 的中 ��� 39104（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．2―36．8―49．9―1：02．9―1：16．1―1：29．6―1：43．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．9―3F40．7
1
3
11，13（8，16）4，12（2，9）（10，14）－（1，7）15（3，5）＝6・（11，13）8（2，16，12）（4，10）9（1，5）（3，14，15）7＝6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

リッターシュラーク �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．12．14 中山3着

2017．2．25生 牡3黒鹿 母 ハ マ ナ ス 母母 ジョウノビクトリア 2戦1勝 賞金 6，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンタラハシー号・ヒロノホマレボシ号・ティンパニ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のた

め，令和2年2月5日まで平地競走に出走できない。
エスケイサムソン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月5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 ミユキアウグストス号・リモテソーロ号
（非抽選馬） 1頭 セイプレシャス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第１回 中山競馬 第１日



00003 1月5日 晴 良 （2中山1） 第1日 第3競走 ��
��1，200�3歳未勝利

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

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

815 サザンレインボー 牡3栗 56 丸山 元気 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 日高 スウィング
フィールド牧場 542＋221：12．1 3．9�

36 � シルバージャック 牡3鹿 56
53 ▲藤田菜七子阿津 昌弘氏 和田正一郎 米 C. Kidder

& N. Cole 492－ 21：12．41� 3．1�
816 ゼンダンロマン 牡3芦 56 松岡 正海渡邊 善男氏 藤原 辰雄 青森 有限会社

ラークヒルズ 452± 01：13．78 77．5�
11 バルドダンサー 牡3栗 56 原田 和真 �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＋ 41：13．8� 14．4�
23 クリアミッション 牡3鹿 56 大庭 和弥大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社

大原ファーム 504－ 61：14．01	 138．6�
47 タニセンシロッコ 牡3栃栗56 江田 照男染谷 幸雄氏 加藤士津八 浦河 梅田牧場 446－ 21：14．1
 133．1	
714 ゴラッソゴール 牡3鹿 56

54 △菅原 明良東海林貴大氏 武市 康男 新冠 松本 信行 B466－ 21：14．2
 6．8

24 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 ―1：14．41	 304．5�

（セイユウフラッシュ）

612 ロマンスピネル 牝3鹿 54 柴田 善臣菅 實氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 440± 01：14．5� 82．5�
59 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 488± 01：14．71	 23．6
35 トゥーヤング 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士三岡 陽氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 438＋ 41：15．12 296．1�
12 トミケンリューヤー 牡3栗 56 横山 武史冨樫 賢二氏 水野 貴広 日高 鹿戸 和幸 498＋ 21：15．2
 31．0�
713 ミコキャビンクルー 牝3黒鹿 54

52 △木幡 育也古賀 慎一氏 萱野 浩二 新ひだか 高橋 義浩 454± 01：15．3� 163．5�
611 シゲルエリス 牡3黒鹿56 田中 勝春森中 蕃氏 的場 均 むかわ ヤマイチ牧場 482＋ 61：15．51	 36．3�
510 エスケイムーン �3鹿 56 武士沢友治伊藤 輔則氏 林 徹 浦河 まるとみ冨岡牧場 436－ 21：15．82 516．9�
48 � ロイヤルパープル 牡3芦 56 O．マーフィーゴドルフィン 加藤 征弘 英 Rabbah Blood-

stock Limited 516＋ 21：16．0� 3．1�
（英）

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，046，100円 複勝： 72，250，100円 枠連： 21，206，300円
馬連： 102，795，300円 馬単： 51，612，000円 ワイド： 75，368，200円
3連複： 154，256，800円 3連単： 185，563，000円 計： 714，097，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 190円 � 150円 � 1，010円 枠 連（3－8） 670円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 350円 �� 5，400円 �� 3，130円

3 連 複 ��� 17，360円 3 連 単 ��� 53，210円

票 数

単勝票数 計 510461 的中 � 102245（3番人気）
複勝票数 計 722501 的中 � 101590（4番人気）� 165653（1番人気）� 12595（9番人気）
枠連票数 計 212063 的中 （3－8） 24319（2番人気）
馬連票数 計1027953 的中 �� 139859（2番人気）
馬単票数 計 516120 的中 �� 33976（3番人気）
ワイド票数 計 753682 的中 �� 62887（2番人気）�� 3308（37番人気）�� 5757（26番人気）
3連複票数 計1542568 的中 ��� 6662（43番人気）
3連単票数 計1855630 的中 ��� 2528（145番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．8―12．3―12．1―12．9

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サザンレインボー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．6．29 福島3着

2017．4．10生 牡3栗 母 レインオアシャイン 母母 オースミシャイン 3戦1勝 賞金 8，200，000円
〔制裁〕 バルドダンサー号の騎手原田和真は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7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） 2頭 サノノクヒオ号・ファイヴレター号
（非抽選馬） 4頭 シゲルダイモス号・スーシーホー号・プーラン号・リバティマインド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

00004 1月5日 晴 良 （2中山1） 第1日 第4競走 ��
��1，800�3歳新馬

発走11時25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

11 ミッキープリンス 牡3栗 56 O．マーフィー 野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 508 ―1：58．1 2．7�
（英）

510 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 478 ―1：58．2� 12．7�
815 ホテルカリホルニア 牡3鹿 56 S．フォーリー 池谷 誠一氏 萩原 清 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 490 ―1：58．73 6．0�
（愛）

23 タイタンブレイン 牡3栗 56 三浦 皇成エンジェルレーシング� 奥平 雅士 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 538 ― 〃 アタマ 19．9�

47 ス ウ ィ ン グ 牡3栗 56 F．ミナリク �カナヤマホール
ディングス 高柳 瑞樹 日高 荒井ファーム 476 ―1：59．12� 13．6�

（独）

35 トーセンスプリント 牡3黒鹿56 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 476 ―1：59．52� 142．5


24 � サンメディル 牡3鹿 56 大野 拓弥 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 菊沢 隆徳 米

Fred W. Hertrich
III & John D.
Fielding

492 ―2：00．13� 6．4�
713 エメラルホープ 牡3黒鹿56 石橋 脩高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 534 ―2：00．63 66．8�
611 ココアブラウン 牡3栗 56

54 △菅原 明良松田 整二氏 荒川 義之 日高 野島牧場 456 ―2：00．7� 180．6
48 ライフオブリバイブ 牡3鹿 56 畑端 省吾中辻 明氏 牧浦 充徳 新ひだか 田上 徹 462 ―2：01．44 28．3�
612 ニシノハヤシゲル 牡3黒鹿56 田辺 裕信西山 茂行氏 矢野 英一 新ひだか 棚川 光男 500 ―2：02．14 4．2�
59 スターズウィッシュ 牡3鹿 56 江田 照男伊東 純一氏 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 440 ―2：03．05 75．7�
816� パディオアヘッド 牡3芦 56

53 ▲藤田菜七子門野 重雄氏 森 秀行 米 Winches-
ter Farm 498 ―2：03．21	 35．6�

36 サンノーフォーク 牡3鹿 56 黛 弘人 �加藤ステーブル 中野 栄治 日高 佐々木牧場 458 ―2：04．58 222．4�
714 ペイシャワイルド 牝3栗 54 伴 啓太北所 直人氏 高橋 義博 平取 赤石牧場 510 ―2：04．71 327．8�
12 アトラップレーヴ 牡3青 56 岩部 純二山中 明広氏 浅野洋一郎 様似 林 時春 448 ―2：05．55 82．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，550，800円 複勝： 57，178，500円 枠連： 22，761，200円
馬連： 82，925，800円 馬単： 40，878，700円 ワイド： 59，658，600円
3連複： 109，980，800円 3連単： 127，158，900円 計： 545，093，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 220円 � 200円 枠 連（1－5） 1，890円

馬 連 �� 1，990円 馬 単 �� 3，060円

ワ イ ド �� 810円 �� 440円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 3，980円 3 連 単 ��� 18，060円

票 数

単勝票数 計 445508 的中 � 131651（1番人気）
複勝票数 計 571785 的中 � 119264（1番人気）� 58983（5番人気）� 70830（4番人気）
枠連票数 計 227612 的中 （1－5） 9317（9番人気）
馬連票数 計 829258 的中 �� 32203（8番人気）
馬単票数 計 408787 的中 �� 9990（11番人気）
ワイド票数 計 596586 的中 �� 18544（9番人気）�� 36658（2番人気）�� 13790（14番人気）
3連複票数 計1099808 的中 ��� 20693（11番人気）
3連単票数 計1271589 的中 ��� 5102（53番人気）

ハロンタイム 12．8―12．0―13．0―13．4―13．1―13．3―13．6―13．1―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．8―37．8―51．2―1：04．3―1：17．6―1：31．2―1：44．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．8―3F40．5
1
3

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

勝馬の
紹 介

ミッキープリンス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Officer 初出走

2017．3．27生 牡3栗 母 アートプリンセス 母母 Rhumb Line 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 タイタンブレイン号の騎手三浦皇成は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・5番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンノーフォーク号・ペイシャワイルド号・アトラップレーヴ号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，令和2年2月5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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 キタノアティクス号・サバイバルボス号・シェイドオヴペイル号・スワーヴヨハン号・テオファーニア号・

フリーフロー号
※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。



00005 1月5日 晴 良 （2中山1） 第1日 第5競走 ��
��2，000�3歳1勝クラス

発走12時15分 （500万円以下） （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

66 サトノフラッグ 牡3鹿 56 O．マーフィー �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 494＋ 22：01．4 1．6�
（英）

55 アンサンブル 牝3青鹿54 S．フォーリー �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム 466＋ 42：01．93 13．1�
（愛）

78 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＋ 22：02．22 12．7�

89 フローズンスタイル 牝3黒鹿54 田辺 裕信吉田 照哉氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 460＋142：02．3� 4．4�
11 ルトロヴァイユ 牝3鹿 54 吉田 豊古川 一弘氏 竹内 正洋 洞�湖 レイクヴィラファーム 470＋142：02．4	 11．5�
44 シークレットローザ 牝3鹿 54 三浦 皇成二木 英実氏 田村 康仁 平取 清水牧場 452－ 8 〃 ハナ 100．7	
33 ヒシエレガンス 牡3栗 56 M．デムーロ阿部 雅英氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 490＋ 22：02．5� 9．4

810 マイネルミンドール 牡3芦 56 F．ミナリク �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 446＋ 42：03．03 25．7�
（独）

22 コスモスタック 牡3黒鹿 56
55 ☆野中悠太郎 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新ひだか 稲葉牧場 456＋ 62：03．1クビ 65．7

77 ガ ッ ツ 牡3鹿 56 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 新ひだか 岡田スタツド 486± 02：04．16 311．3�
（10頭）

売 得 金
単勝： 62，887，800円 複勝： 91，748，100円 枠連： 16，473，700円
馬連： 102，255，900円 馬単： 67，332，100円 ワイド： 73，147，800円
3連複： 133，779，500円 3連単： 276，030，300円 計： 823，655，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 290円 � 210円 枠 連（5－6） 1，170円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 450円 �� 330円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 2，770円 3 連 単 ��� 7，930円

票 数

単勝票数 計 628878 的中 � 306887（1番人気）
複勝票数 計 917481 的中 � 417265（1番人気）� 46731（6番人気）� 75269（4番人気）
枠連票数 計 164737 的中 （5－6） 10843（5番人気）
馬連票数 計1022559 的中 �� 64995（5番人気）
馬単票数 計 673321 的中 �� 35600（6番人気）
ワイド票数 計 731478 的中 �� 41940（5番人気）�� 61183（3番人気）�� 10258（18番人気）
3連複票数 計1337795 的中 ��� 36163（11番人気）
3連単票数 計2760303 的中 ��� 25226（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．2―36．9―48．9―1：01．7―1：13．7―1：25．8―1：37．9―1：49．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノフラッグ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Not For Sale デビュー 2019．10．19 東京6着

2017．2．26生 牡3鹿 母 バラダセール 母母 La Balada 3戦2勝 賞金 12，300，000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。

00006 1月5日 晴 良 （2中山1） 第1日 第6競走 ��
��1，800�4歳以上1勝クラス

発走12時45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
1：48．5
1：47．6

重
重

58 サクラルーフェン 牡4黒鹿56 石橋 脩�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡牧場 452± 01：55．3 1．7�
814 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 514＋ 21：56．04 5．3�
610 ベルジュネス �4鹿 56 丹内 祐次岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新冠 坂元 芳春 450＋ 81：56．42	 90．5�
815
 アールグランツ 牡4黒鹿56 横山 武史前原 敏行氏 鈴木 伸尋 登別 ユートピア牧場 474－ 81：56．71� 22．9�
35 カウンターエア 牡4鹿 56 津村 明秀 �社台レースホース奥村 武 千歳 社台ファーム 566＋ 81：57．01� 4．8	
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 434＋ 4 〃 クビ 14．0

59 ビービーデフィ �5黒鹿57 西田雄一郎�坂東牧場 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 500＋ 41：57．1クビ 27．4�
22 ボーイズオブサマー 牡4栗 56 柴田 大知 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 516＋181：57．52	 122．5�
47 ヒロノライデン 牡5青鹿57 丸田 恭介小野 博郷氏 蛯名 利弘 新冠 須崎牧場 486－ 21：57．6	 148．3
713 トラストシンゲン 牡4栗 56

54 △菅原 明良菅波 雅巳氏 高木 登 新冠 村上 欽哉 510± 01：57．92 94．1�
23 クラウドスケープ 牡4黒鹿56 黛 弘人下河辺俊行氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 476± 01：58．0クビ 149．5�
34 アララトテソーロ 牡4栗 56

53 ▲藤田菜七子了德寺健二ホール
ディングス� 和田 雄二 浦河 笹島 政信 488＋16 〃 アタマ 27．1�

11 ウイニングメイビー 牡4黒鹿56 大野 拓弥井上 久光氏 稲垣 幸雄 日高 サンバマウン
テンファーム 488＋221：58．63	 40．2�

611� グーガルラヴィ �4黒鹿56 嶋田 純次藤田 在子氏 手塚 貴久 米 Nagako
Fujita 508－ 21：58．7	 148．7�

712 ファントムメナス 牡5黒鹿57 菅原 隆一 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 石栗 龍彦 日高 広富牧場 B542＋16 〃 クビ 344．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 46，850，000円 複勝： 87，866，700円 枠連： 24，715，300円
馬連： 90，763，300円 馬単： 57，205，400円 ワイド： 68，434，200円
3連複： 129，502，500円 3連単： 208，616，100円 計： 713，953，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 150円 � 800円 枠 連（5－8） 270円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 210円 �� 1，300円 �� 2，840円

3 連 複 ��� 5，390円 3 連 単 ��� 11，110円

票 数

単勝票数 計 468500 的中 � 220293（1番人気）
複勝票数 計 878667 的中 � 486861（1番人気）� 101174（2番人気）� 10308（10番人気）
枠連票数 計 247153 的中 （5－8） 70039（1番人気）
馬連票数 計 907633 的中 �� 203188（1番人気）
馬単票数 計 572054 的中 �� 92111（1番人気）
ワイド票数 計 684342 的中 �� 104083（1番人気）�� 11818（13番人気）�� 5254（30番人気）
3連複票数 計1295025 的中 ��� 17999（18番人気）
3連単票数 計2086161 的中 ��� 13603（33番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．2―38．3―51．0―1：03．4―1：15．8―1：28．6―1：41．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．5
1
3
8，11（1，14）（7，15）10，6，12（3，4）9，2，5，13
8（11，14）（15，9）（1，7，6）（10，3）（12，4）5，2，13

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

勝馬の
紹 介

サクラルーフェン �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2019．1．20 中山3着

2016．4．22生 牡4黒鹿 母 サクラコールミー 母母 サクラユスラウメ 9戦2勝 賞金 23，950，000円
※出走取消馬 リーヴル号（疾病〔右後肢フレグモーネ〕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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ベンガラグンジョウ号
（非抽選馬） 1頭 フォースリッチ号



00007 1月5日 晴 良 （2中山1） 第1日 第7競走 ��
��2，000�4歳以上1勝クラス

発走13時15分 （500万円以下） （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

11 � サトノセシル 牝4鹿 54 大野 拓弥 �サトミホースカンパニー 堀 宣行 英 Faisal Meshrf
Alqahtani 452＋ 42：01．4 5．4�

48 ペ レ 牝4黒鹿54 O．マーフィー �NICKS 奥村 武 安平 ノーザンファーム 450＋ 42：01．72 2．2�
（英）

816 ガ ロ シ ェ 牝4黒鹿54 田辺 裕信 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 450＋ 62：01．8クビ 9．0�

35 マイネルエキサイト 牡4青鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 加藤士津八 新ひだか 坂本 春雄 486＋ 2 〃 ハナ 168．7�

714 シトラスクーラー 	7鹿 57
55 △菅原 明良�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 462＋ 8 〃 アタマ 45．8	

713 イルーシヴグレイス 牝5鹿 55 M．デムーロ �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 416－ 22：01．9
 27．5

612 マリノジュリア 牝4黒鹿54 杉原 誠人�クラウン 斎藤 誠 日高 クラウン日高牧場 434－ 42：02．11� 77．0�
815 カナロアガール 牝4鹿 54 北村 宏司広尾レース� 田村 康仁 平取 清水牧場 470＋ 82：02．31� 17．4�
36 メ イ オ ー ル 牝4鹿 54 津村 明秀千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 456＋ 42：02．4
 29．9
611 フィデリオグリーン 牡4鹿 56

55 ☆野中悠太郎斎藤 光政氏 根本 康広 浦河 向別牧場 504＋122：02．5� 8．9�
59 ミ チ ビ キ 牝4黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子 �ブルースターズファーム 蛯名 利弘 新冠 ビッグレッドファーム 500＋162：02．71� 78．2�
12 ヤップヤップヤップ 牡4栗 56 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 洞湖 レイクヴィラファーム 464＋ 62：03．12
 22．9�
47 ジュピターズライト 牡4鹿 56 丸山 元気 �シルクレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 466＋142：04．37 6．7�
24 � オーサムバローズ 	6鹿 57 S．フォーリー 本田 恒雄氏 堀井 雅広 日高 シンボリ牧場 496－122：04．62 156．7�

（愛）

23 � ラッキーアドバンス 牡6芦 57
54 ▲大塚 海渡柳内 正基氏 勢司 和浩 新ひだか グランド牧場 492＋14 （競走中止） 318．7�

510 スズロザーナ 牝4栗 54 三浦 皇成森 達郎氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト
クラブ 428± 0 （競走中止） 39．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 57，780，600円 複勝： 87，816，100円 枠連： 36，773，200円
馬連： 122，321，400円 馬単： 54，909，400円 ワイド： 92，799，800円
3連複： 182，015，300円 3連単： 205，081，900円 計： 839，497，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 160円 � 120円 � 240円 枠 連（1－4） 410円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 300円 �� 790円 �� 460円

3 連 複 ��� 2，010円 3 連 単 ��� 8，030円

票 数

単勝票数 計 577806 的中 � 85393（2番人気）
複勝票数 計 878161 的中 � 126475（2番人気）� 259882（1番人気）� 67824（5番人気）
枠連票数 計 367732 的中 （1－4） 68667（1番人気）
馬連票数 計1223214 的中 �� 149557（1番人気）
馬単票数 計 549094 的中 �� 31414（2番人気）
ワイド票数 計 927998 的中 �� 86830（1番人気）�� 27334（6番人気）�� 50874（3番人気）
3連複票数 計1820153 的中 ��� 67831（2番人気）
3連単票数 計2050819 的中 ��� 18506（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．4―37．7―49．8―1：02．2―1：14．1―1：26．2―1：37．9―1：49．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�サトノセシル �
�
父 Frankel �

�
母父 Observatory デビュー 2019．7．21 福島2着

2016．4．16生 牝4鹿 母 Dupe 母母 Double Crossed 3戦2勝 賞金 14，600，000円
〔競走中止〕 ラッキーアドバンス号は，最後の直線コースで前の馬に触れ，転倒したため競走中止。

スズロザーナ号は，最後の直線コースで，転倒した「ラッキーアドバンス」号に触れ，転倒したため競走中止。
〔制裁〕 ラッキーアドバンス号の騎手大塚海渡は，最後の直線コースでの御法（前の馬に接触した）について令和2年1月18日から

令和2年1月19日まで騎乗停止。（被害馬：10番・2番・7番・4番）
※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 レオ号
※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。

00008 1月5日 晴 良 （2中山1） 第1日 第8競走 ��
��1，200�4歳以上2勝クラス

発走13時50分 （1000万円以下） （ダート・右）
負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

23 � ロンドンテソーロ 牡4栗 56 石橋 脩了德寺健二ホール
ディングス� 栗田 徹 愛 Roundhill Stud &

J. S. Investments 506＋ 41：10．9 5．1�
36 エアコンヴィーナ 牝5黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子 �ラッキーフィールド大竹 正博 様似 猿倉牧場 456＋ 41：11．53	 16．9�
11 キタノオドリコ 牝4鹿 54 F．ミナリク河内 孝夫氏 相沢 郁 日高 増尾牧場 492＋101：11．71
 28．5�

（独）

816 ルーチェソラーレ 牝5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 500＋ 81：11．8� 7．4�
612 コウギョウブライト 牡5芦 57 M．デムーロ小林 秀樹氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム B474＋201：11．9	 5．3�
713 スマートマルシェ 牝4鹿 54 O．マーフィー 大川 徹氏 加藤 征弘 浦河 山口 義彦 482± 0 〃 クビ 6．5	

（英）

714� レ ヴ ァ ン テ 牡5栗 57 横山 典弘寺田 寿男氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490＋ 81：12．0クビ 24．5


611 グ ラ ス レ オ 牡5黒鹿 57
55 △菅原 明良半沢� 尾形 和幸 日高 ヤナガワ牧場 506＋ 61：12．1� 23．9�

35 オレノマニラ 牡5栗 57 柴田 善臣諸岡 慶氏 土田 稔 日高 北田 剛 438＋ 61：12．2クビ 48．1
12 パイロジェン 牡4栗 56 田辺 裕信ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458＋ 6 〃 アタマ 5．8�
59 カフェライジング 牡8鹿 57 横山 和生西川 恭子氏 松永 幹夫 新ひだか 三石橋本牧場 516＋ 6 〃 ハナ 9．2�
510 リ ガ ス 牡6芦 57 津村 明秀 �カナヤマホール

ディングス 坂口 智康 日高 新井 昭二 520－101：12．41 31．0�
47 タンタラスノオカ 牡7黒鹿57 S．フォーリー 嶋田 賢氏 田中 清隆 むかわ ヤマイチ牧場 520＋101：12．61 79．4�

（愛）

48 � アストロローグ 5鹿 57
56 ☆野中悠太郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武井 亮 新ひだか 岡田牧場 B492＋ 6 〃 クビ 110．8�
24 ザベストエバー 牡6黒鹿57 横山 武史古賀 慎一氏 武井 亮 千歳 社台ファーム B466＋ 41：12．92 91．0�
815 セイウンリリシイ 牝5鹿 55 武藤 雅西山 茂行氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 478＋121：13．11 22．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 64，845，300円 複勝： 108，046，000円 枠連： 40，571，300円
馬連： 167，588，100円 馬単： 63，527，200円 ワイド： 125，559，000円
3連複： 243，898，500円 3連単： 246，693，300円 計： 1，060，728，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 210円 � 500円 � 780円 枠 連（2－3） 3，570円

馬 連 �� 5，680円 馬 単 �� 8，790円

ワ イ ド �� 2，380円 �� 3，290円 �� 5，420円

3 連 複 ��� 46，250円 3 連 単 ��� 193，350円

票 数

単勝票数 計 648453 的中 � 100018（1番人気）
複勝票数 計1080460 的中 � 159943（1番人気）� 52764（7番人気）� 31475（12番人気）
枠連票数 計 405713 的中 （2－3） 8798（19番人気）
馬連票数 計1675881 的中 �� 22856（17番人気）
馬単票数 計 635272 的中 �� 5416（32番人気）
ワイド票数 計1255590 的中 �� 13734（27番人気）�� 9837（48番人気）�� 5927（60番人気）
3連複票数 計2438985 的中 ��� 3955（148番人気）
3連単票数 計2466933 的中 ��� 925（679番人気）

ハロンタイム 11．8―10．3―11．1―12．0―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．1―33．2―45．2―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ロンドンテソーロ �
�
父 Exceed And Excel �

�
母父 Sir Percy デビュー 2018．9．22 中山5着

2016．2．28生 牡4栗 母 Allegrezza 母母 Allegro Viva 8戦3勝 賞金 26，200，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時55分に変更。
〔騎手変更〕 ロンドンテソーロ号の騎手三浦皇成は，第7競走での落馬による検査のため石橋脩に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アルマユディト号・ギンゴー号・グラスボイジャー号・クリノレオノール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



00009 1月5日 晴 良 （2中山1） 第1日 第9競走 ��
��1，800�

しょうふく

招福ステークス
発走14時25分 （ダート・右）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下），31．1．5以降1．12．28まで1回以上出走馬；負担
重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

612 ミッキーポジション 牡5鹿 56 菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 504＋101：53．2 8．4�
611 エムオーグリッタ 牡6鹿 55 津村 明秀大浅 貢氏 古賀 慎明 安平 �橋本牧場 B502＋ 81：53．3� 7．9�
47 メイショウササユリ 牝6黒鹿53 横山 典弘松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 516＋ 61：53．83 7．0�
24 エンダウメント 牡4黒鹿54 田中 勝春ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498± 0 〃 クビ 12．9�
23 ウインユニファイド 牡8黒鹿55 F．ミナリク�ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 B524＋ 21：53．9	 28．6�

（独）

12 マイネルアンファン 牡5栗 53 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 528＋ 61：54．0クビ 15．9	

510 ブライトンロック 牡6黒鹿56 田辺 裕信坂巻 勝彦氏 田中 清隆 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 478＋ 81：54．1� 5．2


48 アッシェンプッテル 牝4鹿 53 松岡 正海 �フジワラ・ファーム 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 496－ 41：54．2� 5．6�
713 メガオパールカフェ 牡9栗 52 内田 博幸西川 光一氏 和田 勇介 日高 ヤナガワ牧場 B542± 01：54．3	 240．1
714 スマートセラヴィー 牡4栗 54 石橋 脩大川 徹氏 矢作 芳人 浦河 三嶋牧場 510－ 2 〃 ハナ 35．9�
36 シ ベ リ ウ ス 牡7栗 54 柴田 善臣浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B474± 0 〃 ハナ 46．7�
11 フクサンローズ 牝6鹿 52 野中悠太郎小沼 博氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 454＋ 21：54．61� 18．0�
816 アポロユッキー 牝6鹿 50 藤田菜七子アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 新冠 渋谷 一郎 534＋ 41：54．7	 103．6�
815 ラスティユース 牡5栗 53 北村 宏司小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 502＋ 61：54．9� 228．4�
59 リフトトゥヘヴン 牡6鹿 54 M．デムーロ丸山 担氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 490＋ 21：55．11
 9．0�
35 ロジペルレスト 牡5栗 54 丸山 元気久米田正明氏 大竹 正博 新冠 須崎牧場 520＋ 21：56．8大差 11．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 65，590，300円 複勝： 108，124，500円 枠連： 56，044，900円
馬連： 194，273，800円 馬単： 71，784，100円 ワイド： 137，712，300円
3連複： 293，746，900円 3連単： 302，949，600円 計： 1，230，226，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 310円 � 250円 � 220円 枠 連（6－6） 3，020円

馬 連 �� 2，810円 馬 単 �� 5，380円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 1，360円 �� 930円

3 連 複 ��� 6，890円 3 連 単 ��� 33，860円

票 数

単勝票数 計 655903 的中 � 61925（5番人気）
複勝票数 計1081245 的中 � 83619（6番人気）� 114814（4番人気）� 136772（3番人気）
枠連票数 計 560449 的中 （6－6） 14374（14番人気）
馬連票数 計1942738 的中 �� 53552（9番人気）
馬単票数 計 717841 的中 �� 10001（17番人気）
ワイド票数 計1377123 的中 �� 27729（13番人気）�� 25691（16番人気）�� 38550（7番人気）
3連複票数 計2937469 的中 ��� 31950（13番人気）
3連単票数 計3029496 的中 ��� 6485（61番人気）

ハロンタイム 12．8―12．3―13．4―12．9―12．0―12．0―12．4―12．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．1―38．5―51．4―1：03．4―1：15．4―1：27．8―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキーポジション �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Bellamy Road デビュー 2017．11．19 東京10着

2015．3．26生 牡5鹿 母 ポジションリミット 母母 Payable On Demand 13戦4勝 賞金 65，564，000円
〔騎手変更〕 リフトトゥヘヴン号の騎手三浦皇成は，第7競走での落馬負傷のためM．デムーロに変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 アニエーゼ号・エジステンツァ号・グラスブルース号・タガノファジョーロ号・ビービーガウディ号・

マイネルツァイト号・メイクハッピー号
※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。

00010 1月5日 晴 良 （2中山1） 第1日 第10競走 ��
��1，200�サンライズステークス

発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下）；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

815 エンゲルヘン 牝6栗 55 横山 武史 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 476± 01：08．0 4．3�

816 ジョーアラビカ 牡6芦 57 横山 典弘上田けい子氏 清水 久詞 浦河 杵臼斉藤牧場 492－ 6 〃 クビ 4．0�
59 インスピレーション 牡5黒鹿57 田中 勝春寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 492＋ 4 〃 ハナ 10．7�
48 ビ リ ー バ ー 牝5黒鹿55 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 470＋ 61：08．21� 19．9�
24 ダイトウキョウ 牡8鹿 57 田辺 裕信市川 義美氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 466＋ 41：08．3クビ 27．7	
611 バーミーブリーズ 牝6鹿 55 西田雄一郎吉田 照哉氏 青木 孝文 千歳 社台ファーム 470＋ 6 〃 ハナ 57．1

35 タケショウベスト 牝6鹿 55 武藤 雅�ナイト商事 田中 清隆 浦河 富菜牧場 478＋ 61：08．4	 19．5�
11 スワーヴアーサー 牡7鹿 57 O．マーフィー �NICKS 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 498＋ 61：08．61� 6．2�

（英）

612 ア リ ン ナ 牝6鹿 55 S．フォーリー �ノルマンディーサラブレッドレーシング 上原 博之 新ひだか 岡田スタツド 438＋ 21：08．81� 56．2
（愛）

23 
 プレディクト 牡5鹿 57 丹内 祐次西田 順彦氏 伊藤 伸一 新冠 競優牧場 496＋ 41：09．01� 307．7�
510 スリーケープマンボ �5鹿 57 松田 大作永井商事� 武 英智 浦河 信岡牧場 B484－ 81：09．42� 8．9�
713 クラウンルシフェル 牡9栗 57 木幡 巧也�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 B498＋121：09．61� 312．1�
47 
 レコードチェイサー 牝4栗 54 菅原 明良�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B450＋ 41：09．7� 21．7�
12 
 エムティアン 牝4青鹿54 津村 明秀�門別牧場 島 一歩 新ひだか 漆原 武男 442－ 2 〃 アタマ 12．6�
714 コロラトゥーレ 牝6鹿 55 藤岡 康太廣崎利洋HD� 梅田 智之 日高 Shall Farm 476－ 41：09．9	 105．4�
36 ブリッツアウェイ 牝4黒鹿54 石橋 脩吉田 照哉氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 448－ 21：10．21	 10．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 68，791，400円 複勝： 105，831，900円 枠連： 80，115，400円
馬連： 216，961，100円 馬単： 85，577，800円 ワイド： 141，109，500円
3連複： 312，757，500円 3連単： 357，385，700円 計： 1，368，530，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 160円 � 300円 枠 連（8－8） 760円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 350円 �� 900円 �� 770円

3 連 複 ��� 2，570円 3 連 単 ��� 9，230円

票 数

単勝票数 計 687914 的中 � 127070（2番人気）
複勝票数 計1058319 的中 � 172293（2番人気）� 196065（1番人気）� 72598（7番人気）
枠連票数 計 801154 的中 （8－8） 80709（4番人気）
馬連票数 計2169611 的中 �� 215759（1番人気）
馬単票数 計 855778 的中 �� 44328（2番人気）
ワイド票数 計1411095 的中 �� 111954（1番人気）�� 38045（6番人気）�� 45009（4番人気）
3連複票数 計3127575 的中 ��� 91112（2番人気）
3連単票数 計3573857 的中 ��� 28051（8番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―10．8―11．2―10．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．3―44．5―55．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F34．7
3 15（3，7）（12，14）（2，10，16）1（9，11）－（4，5，6）8，13 4 15－（3，7）（2，12）（10，14，16）1（9，11）4，5，8（13，6）

勝馬の
紹 介

エンゲルヘン �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 Rahy デビュー 2016．12．4 阪神1着

2014．5．8生 牝6栗 母 ゲイリーピクシー 母母 フアイブフランス 18戦5勝 賞金 95，402，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔騎手変更〕 エムティアン号の騎手三浦皇成は，第7競走での落馬負傷のため津村明秀に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サラドリーム号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２レース目



00011 1月5日 晴 良 （2中山1） 第1日 第11競走 ��
��2，000�第69回日刊スポーツ賞中山金杯（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
4歳以上，31．1．5以降1．12．28まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

日刊スポーツ新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 616，000円 176，000円 88，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

47 ト リ オ ン フ �6黒鹿58 M．デムーロ�桑田牧場 須貝 尚介 洞�湖 レイクヴィラファーム 554＋ 41：59．5 4．3�
48 ウインイクシード 牡6黒鹿55 松岡 正海�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 498＋ 2 〃 アタマ 10．9�
11 テリトーリアル 牡6栗 56 藤岡 康太ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480－ 41：59．6	 39．7�
24 ノーブルマーズ 牡7栗 56 F．ミナリク吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか タガミファーム 496－ 41：59．7クビ 34．0�

（独）

36 マイネルハニー 牡7鹿 56 横山 武史 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 栗田 徹 浦河 高昭牧場 482± 0 〃 クビ 209．3	

816 マイネルサーパス 牡4黒鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 482＋ 61：59．8	 26．9


23 クレッシェンドラヴ 牡6鹿 57 内田 博幸広尾レース� 林 徹 新ひだか 木村 秀則 494－ 21：59．9クビ 3．1�
817 ザ ダ ル 牡4栗 55 O．マーフィー �キャロットファーム 大竹 正博 新冠 新冠橋本牧場 488＋ 82：00．0
 5．7�

（英）

611 アンノートル 牡6鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 博康 日高 山際 辰夫 B512－ 2 〃 アタマ 173．8
59 ギ ベ オ ン 牡5鹿 57．5 S．フォーリー �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 502－ 6 〃 クビ 8．0�

（愛）

815 カ デ ナ 牡6鹿 57 �島 克駿前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 474＋ 22：00．1クビ 20．1�
510 シャイニープリンス 牡10青鹿55 勝浦 正樹小林 昌志氏 深山 雅史 平取 コアレススタッド 510± 02：00．2	 356．0�
714 メイショウエイコウ 牡6鹿 53 大野 拓弥松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 448－ 62：00．41 326．7�
35 レッドローゼス 牡6鹿 56 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 国枝 栄 平取 坂東牧場 486＋ 4 〃 クビ 10．3�
612� タニノフランケル 牡5青鹿55 石橋 脩谷水 雄三氏 角居 勝彦 愛 Yuzo Tani-

mizu B520± 02：00．71	 58．8�
12 ブラックスピネル 牡7黒鹿57 津村 明秀 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B526＋ 62：00．9	 28．2�
713 イレイション 牡8栗 55 北村 宏司ゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502＋ 22：01．0
 128．0�
（17頭）

売 得 金
単勝： 301，168，600円 複勝： 397，498，500円 枠連： 290，937，700円
馬連： 1，352，064，400円 馬単： 433，374，200円 ワイド： 610，604，700円
3連複： 2，078，062，900円 3連単： 2，797，527，000円 計： 8，261，238，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 200円 � 290円 � 830円 枠 連（4－4） 2，820円

馬 連 �� 2，550円 馬 単 �� 3，990円

ワ イ ド �� 830円 �� 3，040円 �� 3，950円

3 連 複 ��� 28，440円 3 連 単 ��� 107，910円

票 数

単勝票数 計3011686 的中 � 548922（2番人気）
複勝票数 計3974985 的中 � 631495（2番人気）� 361580（5番人気）� 101213（11番人気）
枠連票数 計2909377 的中 （4－4） 79714（13番人気）
馬連票数 計13520644 的中 �� 434831（8番人気）
馬単票数 計4333742 的中 �� 81436（12番人気）
ワイド票数 計6106047 的中 �� 198825（7番人気）�� 50577（35番人気）�� 38741（45番人気）
3連複票数 計20780629 的中 ��� 54796（92番人気）
3連単票数 計27975270 的中 ��� 18795（333番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．8―11．7―12．0―11．8―11．7―11．7―11．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．7―36．5―48．2―1：00．2―1：12．0―1：23．7―1：35．4―1：46．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．5―3F35．8
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ト リ オ ン フ �
�
父 タートルボウル �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．7．17 函館1着

2014．4．21生 �6黒鹿 母 メジロトンキニーズ 母母 メジロクロヒメ 18戦7勝 賞金 226，242，000円
〔騎手変更〕 トリオンフ号の騎手三浦皇成は，第7競走での落馬負傷のためM．デムーロに変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 アクート号・アールスター号・ショウナンバッハ号・ソッサスブレイ号・トーセンスーリヤ号
※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。

00012 1月5日 晴 良 （2中山1） 第1日 第12競走 ��
��1，200�4歳以上2勝クラス

発走16時10分 （1000万円以下） （芝・右・外）
負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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
1：06．7
1：06．5

良
良

47 タイセイソニック 牡5黒鹿57 石橋 脩田中 成奉氏 西村 真幸 新ひだか 萩澤 國男 470＋101：08．8 37．3�
36 ハイヤーアプシス 牝6黒鹿55 田辺 裕信吉田 晴哉氏 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 438－ 2 〃 クビ 12．9�
48 ヴェルスパー 牝5鹿 55 M．デムーロ �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 452＋ 2 〃 アタマ 11．3�
35 シセイヒテン 牡5青 57 丸山 元気猪苗代 勇氏 宗像 義忠 新冠 パカパカ

ファーム 444－ 21：08．9クビ 14．6�
510 フォレブルート 牝4鹿 54 O．マーフィー 林 正道氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 444＋12 〃 クビ 2．6�

（英）

816 ビヨンジオール 牡8鹿 57 大野 拓弥林 正道氏 的場 均 新ひだか 城地 清満 524＋121：09．11� 99．9	
12 ムスコローソ 牡5栗 57 武藤 雅落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 518＋101：09．2� 27．9

59 ザイツィンガー 牡4芦 56 北村 宏司永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 B426＋ 41：09．3クビ 63．5�
612 ショウナンマッシブ 牡6鹿 57 吉田 豊国本 哲秀氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 478＋ 21：09．4	 35．4�
713 ロードアクア 牡4鹿 56 
島 克駿 ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 464＋ 8 〃 アタマ 4．9�
714 カステヘルミ 牝4黒鹿54 津村 明秀田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 船越牧場 428＋ 8 〃 ハナ 18．6�
24 ワールドフォーラブ 牝6黒鹿55 S．フォーリー 吉澤 克己氏 音無 秀孝 様似 様似渡辺牧場 450－ 6 〃 ハナ 4．9�

（愛）

11 ピースユニヴァース 牡5鹿 57 内田 博幸久米田正平氏 尾形 和幸 新冠 秋田牧場 498＋141：09．5クビ 54．7�
611 アズマヘリテージ 牝4栗 54 藤岡 康太東 哲次氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 476＋201：09．71� 111．6�
23 イノバティブ �6鹿 57 木幡 巧也畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 450＋141：10．02 120．0�
815 オトナノジジョウ 牝4栗 54

51 ▲藤田菜七子内田 玄祥氏 森 秀行 新冠 中地 広大 452＋121：10．63� 34．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 118，053，300円 複勝： 151，101，900円 枠連： 66，750，000円
馬連： 290，406，900円 馬単： 117，549，200円 ワイド： 197，899，500円
3連複： 413，127，800円 3連単： 521，292，300円 計： 1，876，180，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，730円 複 勝 � 840円 � 310円 � 380円 枠 連（3－4） 1，920円

馬 連 �� 14，650円 馬 単 �� 33，180円

ワ イ ド �� 3，370円 �� 3，150円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 33，160円 3 連 単 ��� 316，260円

票 数

単勝票数 計1180533 的中 � 25304（11番人気）
複勝票数 計1511019 的中 � 42697（10番人気）� 136097（4番人気）� 108431（5番人気）
枠連票数 計 667500 的中 （3－4） 26838（9番人気）
馬連票数 計2904069 的中 �� 15354（39番人気）
馬単票数 計1175492 的中 �� 2657（86番人気）
ワイド票数 計1978995 的中 �� 14996（37番人気）�� 16097（34番人気）�� 33153（14番人気）
3連複票数 計4131278 的中 ��� 9342（100番人気）
3連単票数 計5212923 的中 ��� 1195（799番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．5―11．5―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―34．0―45．5―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F34．8
3 ・（15，14）（10，7）13（4，8）（5，12）2（6，9）（1，16）－11－3 4 ・（15，14，7）（10，8）（4，13）（5，12）2（6，9）（1，16）－11，3
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

タイセイソニック �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2017．6．3 阪神4着

2015．3．13生 牡5黒鹿 母 ヴィエナトウショウ 母母 メルヘントウショウ 25戦3勝 賞金 53，223，000円
〔騎手変更〕 ワールドフォーラブ号の騎手三浦皇成は，第7競走での落馬負傷のためS．フォーリーに変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ブラックダンサー号
（非抽選馬） 4頭 アーヒラ号・ウインオルビット号・ウィンターリリー号・レストンベ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

４レース目



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

良
良

競走回数 12回 出走頭数 186頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

271，530，000円
26，440，000円
1，850，000円
32，150，000円
79，281，000円
5，376，500円
1，785，600円

勝馬投票券売得金
985，168，500円
1，540，252，600円
703，704，000円
2，918，654，300円
1，160，373，800円
1，736，746，800円
4，348，104，900円
5，667，233，600円
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�
�
�
�
�
�

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 19，060，238，500円

総入場人員 46，634名 （有料入場人員 43，396名）
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