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00013 1月6日 晴 良 （2中山1） 第2日 第1競走 ��1，200�3歳未勝利
発走9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

23 メモワールミノル 牡3芦 56
54 △菅原 明良吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 466＋ 21：12．2 8．3�

36 ドラゴンズバック 牡3鹿 56
53 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 サンローゼン 460＋ 61：12．41 21．8�

35 サ ツ キ マ ス 牝3鹿 54 O．マーフィー 越村 哲男氏 田島 俊明 平取 坂東牧場 458－ 41：12．5� 3．6�
（英）

612 グレートコート 牡3芦 56
53 ▲小林 凌大伊東 純一氏 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 466－ 41：12．71� 4．4�

611 ダ ウ ラ ギ リ 牡3芦 56 石橋 脩 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 498＋161：12．8� 6．2�
48 ダイシンウィット 牡3栗 56 津村 明秀大八木信行氏 小笠 倫弘 新冠 隆栄牧場 B500＋ 81：12．9クビ 7．4	
510 ヨシオドライヴ 牡3黒鹿56 江田 照男井村誉志雄氏 清水 英克 日高 スマイルファーム 496＋ 41：13．0� 83．1

714 イデアイホマジョル 牡3青 56 黛 弘人益田 修一氏 和田 雄二 新ひだか 西川富岡牧場 446＋121：13．31� 23．8�
24 ハルノマリーナ 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士丸山 竜一氏 小桧山 悟 日高 クラウン日高牧場 468＋ 61：13．61� 322．1�
816 ロブソンテソーロ 牡3栗 56 丸山 元気了德寺健二ホール

ディングス 畠山 吉宏 新ひだか 千代田牧場 476＋ 81：13．7� 17．0�
713 ディーカラーズ 牡3栗 56

54 △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 486＋ 21：13．91� 20．6�
59 ショウリオウ 牡3黒鹿56 杉原 誠人�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 456＋161：14．32� 491．8�
11 ハクサンフルリール 牡3鹿 56 武藤 雅河﨑 五市氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 440－ 2 〃 アタマ 284．0�
12 ヤマタケピースフル 牡3鹿 56 横山 和生山中 和子氏 萱野 浩二 新ひだか 畠山牧場 466＋ 61：14．4� 308．0�
47 ノンリミット 牝3鹿 54 勝浦 正樹髙橋 信博氏 高橋 義博 登別 登別上水牧場 468＋ 41：14．61� 152．8�
815 ゲームアルアル 牡3栗 56 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 新冠 有限会社 大

作ステーブル 476＋ 81：16．6大差 9．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，924，000円 複勝： 53，289，300円 枠連： 16，107，700円
馬連： 61，195，200円 馬単： 27，191，200円 ワイド： 54，034，300円
3連複： 99，740，600円 3連単： 102，614，700円 計： 445，097，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 280円 � 610円 � 160円 枠 連（2－3） 860円

馬 連 �� 8，500円 馬 単 �� 18，220円

ワ イ ド �� 2，590円 �� 650円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 8，380円 3 連 単 ��� 72，360円

票 数

単勝票数 計 309240 的中 � 29520（5番人気）
複勝票数 計 532893 的中 � 45365（5番人気）� 17850（10番人気）� 113922（2番人気）
枠連票数 計 161077 的中 （2－3） 14358（2番人気）
馬連票数 計 611952 的中 �� 5576（31番人気）
馬単票数 計 271912 的中 �� 1119（64番人気）
ワイド票数 計 540343 的中 �� 5163（35番人気）�� 22647（5番人気）�� 9564（18番人気）
3連複票数 計 997406 的中 ��� 8919（30番人気）
3連単票数 計1026147 的中 ��� 1028（272番人気）

ハロンタイム 11．7―10．7―11．4―12．3―12．4―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．4―33．8―46．1―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メモワールミノル �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2019．9．14 中山5着

2017．4．8生 牡3芦 母 ティンクルチャーミ 母母 ピサノベネチアン 4戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゲームアルアル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年2月6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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シゲルパンドラ号
（非抽選馬） 3頭 サイモンサンバ号・タイセイプルミエ号・ルートサブロク号
※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。

00014 1月6日 晴 良 （2中山1） 第2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

713 フラッフィクラウド 牡3芦 56 M．デムーロ�G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 466＋ 61：57．4 2．3�
11 オーシャンバローズ 牡3鹿 56 丸田 恭介猪熊 広次氏 奥村 武 むかわ 真壁 信一 470± 01：57．61� 22．1�
815 ラ テ ィ ノ ス 牡3鹿 56 田辺 裕信小泉 修氏 小西 一男 浦河 高岸 順一 500± 01：57．81� 19．4�
36 ネオストーリー 牡3青鹿56 丸山 元気藤澤眞佐子氏 林 徹 新冠 スカイビーチステーブル 450－ 21：57．9� 25．1�
611 コスモスーベニア 牡3栗 56 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 530＋ 2 〃 アタマ 4．8	
47 クリノテルチャン 牝3栗 54 横山 和生栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 山田牧場 482± 0 〃 アタマ 59．7

714 グシチャンノカゼ 牡3黒鹿56 北村 友一眞保榮 稔氏 田中 博康 新冠 村上 欽哉 484＋ 41：58．11� 4．8�
35 ソルメンシス 牡3栗 56 江田 照男ディアレストクラブ� 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ 488－ 41：58．52� 36．1�
48 キズナビーム 牡3黒鹿56 横山 武史北原光一郎氏 鈴木 伸尋 新ひだか 畠山牧場 B530－ 41：58．6� 119．6
816 シエスタキー 牡3鹿 56 F．ミナリク Viridian Keiba Club 高柳 瑞樹 平取 清水牧場 488＋261：59．02� 60．6�

（独）

12 カフェメモワール 牝3青鹿 54
52 △菅原 明良西川 恭子氏 和田 雄二 様似 猿倉牧場 454＋ 61：59．2� 290．7�

24 フェアリーシップ 牝3芦 54 内田 博幸合同会社小林英一
ホールディングス 石栗 龍彦 日高 賀張三浦牧場 452－101：59．41� 80．2�

59 ラシカルガイブ 牝3栗 54 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新ひだか 木田牧場 430－ 82：00．03� 240．5�
612 サンビュート 牡3栗 56 松岡 正海 �加藤ステーブル 中舘 英二 日高 株式会社

ケイズ 500＋ 22：01．610 5．7�
510 レーヌセレスティン 牝3鹿 54 武藤 雅佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム 494＋142：02．02� 98．9�
23 キ ー テ ー マ 牡3栗 56 吉田 豊北前孔一郎氏 土田 稔 新冠 中本牧場 440－ 22：43．5大差 195．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，661，400円 複勝： 40，060，900円 枠連： 14，974，000円
馬連： 50，840，600円 馬単： 24，840，500円 ワイド： 42，164，200円
3連複： 80，125，900円 3連単： 96，820，700円 計： 377，488，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 150円 � 460円 � 440円 枠 連（1－7） 2，390円

馬 連 �� 3，560円 馬 単 �� 4，720円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 520円 �� 5，730円

3 連 複 ��� 21，270円 3 連 単 ��� 66，280円

票 数

単勝票数 計 276614 的中 � 94225（1番人気）
複勝票数 計 400609 的中 � 99544（1番人気）� 18380（6番人気）� 19148（5番人気）
枠連票数 計 149740 的中 （1－7） 4854（8番人気）
馬連票数 計 508406 的中 �� 11044（9番人気）
馬単票数 計 248405 的中 �� 3945（16番人気）
ワイド票数 計 421642 的中 �� 7368（13番人気）�� 22427（6番人気）�� 1780（43番人気）
3連複票数 計 801259 的中 ��� 2825（51番人気）
3連単票数 計 968207 的中 ��� 1059（174番人気）

ハロンタイム 12．9―12．2―12．6―13．3―13．8―13．2―13．2―12．9―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．1―37．7―51．0―1：04．8―1：18．0―1：31．2―1：44．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．6―3F39．4
1
3

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

勝馬の
紹 介

フラッフィクラウド �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．10．19 東京3着

2017．2．19生 牡3芦 母 アルアマーナ 母母 オネストリーダーリン 2戦1勝 賞金 6，900，000円
〔騎手変更〕 カフェメモワール号の騎手大塚海渡は，第1日第7競走での落馬負傷のため菅原明良に変更。

フラッフィクラウド号の騎手三浦皇成は，第1日第7競走での落馬負傷のためM．デムーロに変更。
〔その他〕 キーテーマ号は，競走中に疾病〔左後肢跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 マイネルイリャルギ号
（非抽選馬） 4頭 ゴールドブション号・サイモンルグラン号・トーセンマックス号・ネイチャーゴールド号
※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。

第１回 中山競馬 第２日



00015 1月6日 晴 良 （2中山1） 第2日 第3競走 ��
��1，800�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
1：48．5
1：47．6

重
重

59 � アメリカンフェイス 牡3栗 56 O．マーフィー 吉澤 克己氏 戸田 博文 米 George
Krikorian 474＋ 41：55．8 2．0�

（英）

713 ルナエクリプス 牡3栗 56 石橋 脩吉田 晴哉氏 田村 康仁 安平 追分ファーム 516± 01：55．9� 4．1�
48 キ ン ブ レ ル 牡3鹿 56

54 △菅原 明良 �Gリビエール・
レーシング 矢野 英一 安平 ノーザンファーム B466＋161：57．07 10．2�

24 サトノレガリア 牡3栗 56 F．ミナリク �サトミホースカンパニー 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 502＋ 81：57．1	 4．8�
（独）

815 セイカタチバナ 牡3栗 56 丸田 恭介久米 大氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 486＋181：57．95 224．7�
611� マイネルサブマリン 牡3芦 56 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± 0 〃 クビ 14．2	
714 ビオロンスコッツ 牡3青鹿 56

53 ▲山田 敬士熊澤 浩樹氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド B466＋ 81：58．64 63．0

47 エコロウィング 牡3栗 56

53 ▲藤田菜七子原村 正紀氏 深山 雅史 新ひだか 畠山牧場 450＋ 6 〃 クビ 63．8�
612 セイショウパイロ 牡3黒鹿56 吉田 豊岩崎 暉男氏 本間 忍 新冠 村田牧場 460－ 21：58．81 93．3�
816 ドリームロマン 牝3鹿 54 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 476－ 4 〃 アタマ 100．7
23 フームスムート 牡3黒鹿56 武藤 雅ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ 502＋ 21：59．33 19．7�
35 カ ナ ラ イ ズ 牡3黒鹿56 大野 拓弥水上 行雄氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 464＋101：59．83 30．4�
36 カゼニノッテ 牝3鹿 54 大庭 和弥田頭 勇貴氏 松永 康利 新冠 大栄牧場 438－ 82：00．86 600．4�
510 フジマサヒーロー 牡3鹿 56 田中 勝春藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 488＋102：01．22	 284．8�
11 ラズベリードリーム 牝3黒鹿54 石川裕紀人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 浦河 辻 牧場 502＋ 42：01．73 134．8�
12 フ ジ コ サ ン 牝3鹿 54 北村 宏司藤本 栄史氏 加藤士津八 新ひだか 仲野牧場 486－ 62：02．23 329．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，724，400円 複勝： 43，214，700円 枠連： 12，823，000円
馬連： 61，773，500円 馬単： 29，437，000円 ワイド： 45，048，600円
3連複： 89，571，800円 3連単： 111，629，300円 計： 426，222，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 140円 � 200円 枠 連（5－7） 380円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 510円

ワ イ ド �� 200円 �� 370円 �� 580円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 3，840円

票 数

単勝票数 計 327244 的中 � 125311（1番人気）
複勝票数 計 432147 的中 � 134996（1番人気）� 74691（2番人気）� 39428（4番人気）
枠連票数 計 128230 的中 （5－7） 25775（1番人気）
馬連票数 計 617735 的中 �� 130794（1番人気）
馬単票数 計 294370 的中 �� 42601（1番人気）
ワイド票数 計 450486 的中 �� 66937（1番人気）�� 29469（4番人気）�� 17283（7番人気）
3連複票数 計 895718 的中 ��� 52649（3番人気）
3連単票数 計1116293 的中 ��� 21031（6番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―13．1―13．2―12．6―12．8―12．8―13．4―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―37．5―50．7―1：03．3―1：16．1―1：28．9―1：42．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．5―3F39．7
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

�アメリカンフェイス �
�
父 Tapit �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2019．10．19 東京4着

2017．5．9生 牡3栗 母 Screen Goddess 母母 Topliner 2戦1勝 賞金 6，200，000円
〔騎手変更〕 ルナエクリプス号の騎手三浦皇成は，第1日第7競走での落馬負傷のため石橋脩に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フジマサヒーロー号・ラズベリードリーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年

2月6日まで平地競走に出走できない。
フジコサン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月6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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 クロカドッグ号
（非抽選馬） 4頭 ケイティランボー号・コスモシャルドネ号・マイネルリベラル号・メイショウフガク号
※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。

00016 1月6日 晴 良 （2中山1） 第2日 第4競走 ��
��1，200�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
1：08．7
1：08．7

重
重

612 トウカイエトワール 牡3栗 56 O．マーフィー 内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 496 ―1：14．1 2．8�
（英）

611 ストームファルコン 牡3栗 56 武藤 雅 K.C．タン氏 水野 貴広 日高 門別 敏朗 470 ―1：14．42 19．1�
23 アルジョンブラン 牡3鹿 56 丸山 元気吉田 和美氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 482 ―1：14．5� 1．8�
510 スマイリンフィット 牝3青鹿54 北村 宏司広尾レース� 中舘 英二 平取 株式会社

ASK STUD 488 ― 〃 クビ 97．0�
36 ランバダフレイバー 牡3鹿 56 内田 博幸尾田 信夫氏 久保田貴士 浦河 丸幸小林牧場 438 ―1：14．71� 107．1�
24 フ ラ テ ナ 牝3黒鹿54 丸田 恭介ニューワールドレー

シング� 奥村 武 浦河 	川 啓一 478 ―1：15．01
 137．9	
713 ク ロ ッ チ �3黒鹿56 丹内 祐次 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 リトルブルーファーム 470 ―1：15．42� 15．7

11 ビッグセント 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行�ビッグ 田中 清隆 新ひだか 静内白井牧場 448 ―1：15．5クビ 171．2�
47 ヴ ェ リ ズ モ 牡3黒鹿56 F．ミナリク �社台レースホース加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462 ― 〃 クビ 11．7
（独）

815� ジャスパーシャイン 牡3栗 56
54 △菅原 明良加藤 和夫氏 森 秀行 加 Highfield Invest-

ment Group Inc 496 ―1：15．6
 23．9�
714 マ ヌ イ ー ア 牝3鹿 54 柴田 善臣青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 千葉飯田牧場 432 ―1：16．02� 50．8�
35 ユニークマイア 牝3鹿 54 柴田 大知吉田 勝己氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 414 ― 〃 クビ 128．6�
816 フクノソミュール 牝3栗 54 木幡 初也福島 祐子氏 粕谷 昌央 日高 株式会社

ケイズ 466 ―1：16．1クビ 179．8�
48 タイガーロック 牡3黒鹿56 嶋田 純次伊東 純一氏 小笠 倫弘 新ひだか タツヤファーム 414 ―1：16．73� 47．2�
59 プ レ イ オ ネ 牝3黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 石栗 龍彦 浦河 ミルファーム 456 ―1：17．12� 264．3�
12 セイカフェニックス 牝3青 54

51 ▲藤田菜七子久米 大氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 354 ―1：19．0大差 48．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，816，500円 複勝： 60，554，100円 枠連： 13，970，000円
馬連： 49，664，700円 馬単： 28，760，200円 ワイド： 41，421，900円
3連複： 69，472，300円 3連単： 107，193，000円 計： 403，852，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 110円 � 220円 � 110円 枠 連（6－6） 2，250円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 3，040円

ワ イ ド �� 510円 �� 140円 �� 540円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 8，340円

票 数

単勝票数 計 328165 的中 � 91108（2番人気）
複勝票数 計 605541 的中 � 98563（2番人気）� 25156（4番人気）� 347752（1番人気）
枠連票数 計 139700 的中 （6－6） 4804（7番人気）
馬連票数 計 496647 的中 �� 17899（6番人気）
馬単票数 計 287602 的中 �� 7077（7番人気）
ワイド票数 計 414219 的中 �� 16364（5番人気）�� 102033（1番人気）�� 15626（6番人気）
3連複票数 計 694723 的中 ��� 56427（2番人気）
3連単票数 計1071930 的中 ��� 9316（18番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―12．2―12．7―12．7―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―35．6―48．3―1：01．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウカイエトワール �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2017．5．14生 牡3栗 母 トウカイミステリー 母母 タイキミステリー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔騎手変更〕 アルジョンブラン号の騎手三浦皇成は，第1日第7競走での落馬負傷のため丸山元気に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の41頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）41頭 アイノヒーロー号・アシュモレアン号・エアリアルシティー号・エイシンシャンツェ号・エンパイアブレイズ号・

オウケンファイター号・カスミ号・コスモストライカー号・コミックラン号・ザサンアップライト号・
サンアンティモニー号・サンアントニオ号・サンジョルジョ号・サンプルマン号・ジャスパーエース号・
シャークスコーブ号・ジュンヒトカップ号・スイートポイズン号・スヴァジルファリ号・スズカアイドル号・
スラーリドラーテ号・セイアフェクト号・ディランズソング号・デルマベリル号・トランクイッロ号・トレヴィト号・
ネイビーロマン号・ピカンチワンラブ号・ビックハート号・ブラッククリスマス号・ペイシャチャーム号・
マサガッキー号・ミユキリバタリアン号・ムーンダイアローグ号・メイショウポルポ号・メサテソーロ号・
ラルジュトーン号・リーガルバトル号・ルティナアスール号・ロマーシカ号・ローズオブシャロン号

※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。



00017 1月6日 晴 良 （2中山1） 第2日 第5競走 ��
��2，000�3歳未勝利

発走12時15分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

47 フラワリングナイト 牝3青鹿54 M．デムーロ�レッドマジック金成 貴史 安平 ノーザンファーム 434＋ 82：02．2 3．8�
816 スペースシップ 牡3芦 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 国枝 栄 平取 北島牧場 496＋122：02．52 3．3�
59 ウシュバテソーロ 牡3鹿 56 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 516＋ 4 〃 クビ 6．8�
11 アルディエンテ 牡3青 56 横山 武史�G1レーシング 古賀 慎明 安平 追分ファーム 480－102：02．6クビ 27．7�
510 マスターワーク 牝3鹿 54 O．マーフィー �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 488＋ 22：02．92 3．2	

（英）

48 ウインアルカンナ 牝3黒鹿54 原田 和真�ウイン 武市 康男 新冠 コスモヴューファーム 444－ 42：03．0クビ 15．2

714 コスモブルーノーズ 牡3芦 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 新冠 ムラカミファーム 408＋ 22：03．21� 35．7�
36 ベルブション 牡3栗 56 北村 宏司子安 裕樹氏 青木 孝文 平取 株式会社

ASK STUD 480＋28 〃 クビ 179．4�
35 ウインルモンド 牡3黒鹿56 武藤 雅�ウイン 水野 貴広 新ひだか 上野 正恵 482＋222：03．73 218．1
611 ゼンダンスネーク 牝3青鹿54 吉田 豊渡邊 善男氏 土田 稔 様似 様似堀牧場 466－ 42：03．8クビ 229．5�
713 ホウオウトラスト 牡3鹿 56 津村 明秀小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 490＋10 〃 クビ 52．4�
24 メガフロート 牡3鹿 56 丸山 元気 �シルクレーシング 田中 剛 日高 シンボリ牧場 452＋102：03．9クビ 16．9�
23 カドフィール 牡3鹿 56 木幡 巧也佐藤 壽男氏 尾形 和幸 新ひだか 荒木 貴宏 436＋ 8 〃 ハナ 99．1�
815 ミスターサンライズ 牡3黒鹿 56

54 △木幡 育也古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 野坂牧場 446－ 22：05．49 220．6�
12 ティーポンド 牡3青 56 嶋田 純次深見 富朗氏 伊藤 伸一 日高 いとう牧場 466＋ 22：06．14 490．6�
612 スノープロー 牝3栗 54

52 △菅原 明良 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 424－ 22：06．52� 554．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，734，500円 複勝： 52，487，000円 枠連： 16，711，700円
馬連： 70，043，500円 馬単： 32，598，000円 ワイド： 60，048，700円
3連複： 106，681，200円 3連単： 126，794，500円 計： 502，099，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 140円 � 180円 枠 連（4－8） 690円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 400円 �� 580円 �� 390円

3 連 複 ��� 2，130円 3 連 単 ��� 9，690円

票 数

単勝票数 計 367345 的中 � 76240（3番人気）
複勝票数 計 524870 的中 � 101899（3番人気）� 102649（2番人気）� 66231（4番人気）
枠連票数 計 167117 的中 （4－8） 18676（3番人気）
馬連票数 計 700435 的中 �� 60508（4番人気）
馬単票数 計 325980 的中 �� 14131（7番人気）
ワイド票数 計 600487 的中 �� 38871（5番人気）�� 25437（7番人気）�� 40513（4番人気）
3連複票数 計1066812 的中 ��� 37404（5番人気）
3連単票数 計1267945 的中 ��� 9484（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．3―37．2―49．2―1：01．8―1：13．8―1：26．1―1：38．2―1：49．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F36．1
1
3
13，14，10（16，15）8－（6，11）1，9，7，4，5，3，12，2
13，14（10，16，15）1（8，7）（6，11）9，5，4－3＝12，2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フラワリングナイト �
�
父 エピファネイア �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．12．7 中山4着

2017．5．2生 牝3青鹿 母 マルシアーノ 母母 ケルトシャーン 2戦1勝 賞金 6，200，000円
〔騎手変更〕 マスターワーク号の騎手三浦皇成は，第1日第7競走での落馬負傷のためO．マーフィーに変更。
〔制裁〕 マスターワーク号の騎手O．マーフィーは，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）
※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） 2頭 サンヘイワード号・ペルージュ号
（非抽選馬） 3頭 シャトン号・ジンジャーマン号・レッドヴァレリー号
※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。

00018 1月6日 晴 良 （2中山1） 第2日 第6競走 ��1，800�3歳新馬
発走12時45分 （ダート・右）

牝；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

48 ヒラボククイーン 牝3黒鹿54 O．マーフィー �平田牧場 国枝 栄 浦河 辻 牧場 462 ―1：58．0 5．7�
（英）

12 ナーシサステソーロ 牝3芦 54 武藤 雅了德寺健二ホール
ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 幌村牧場 426 ―1：58．21 7．7�

36 ア ヴ ァ ニ イ 牝3栗 54 F．ミナリク C．チェン氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 518 ―1：58．73 5．1�
（独）

47 アネモネテソーロ 牝3黒鹿54 大野 拓弥了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 新ひだか 幌村牧場 480 ―1：58．8� 2．3�

713 ヤマトホープシップ 牝3鹿 54 勝浦 正樹醍醐 徹氏 田村 康仁 新冠 大林ファーム 458 ―1：59．01� 20．7�
24 キ ー リ ア 牝3鹿 54 黛 弘人 	カタオカファーム中野 栄治 新ひだか カタオカフアーム 456 ―1：59．31� 33．8

11 レッドチアフル 牝3鹿 54 北村 宏司紅露 純氏 中川 公成 日高 庄野牧場 424 ―2：00．04 10．5�
815 タイドライン 牝3黒鹿54 松岡 正海藤田 在子氏 田島 俊明 日高 天羽 禮治 460 ―2：00．1クビ 62．7�
816 バイオレットモーヴ 牝3栗 54 丹内 祐次下河辺隆行氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 470 ―2：00．42 338．3
611 ミ ュ ー ズ 牝3黒鹿 54

52 △菅原 明良�パニオロ 竹内 正洋 新冠 村上 欽哉 478 ― 〃 アタマ 45．1�
35 ドライブラン 牝3栗 54 木幡 巧也岡村 善行氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 462 ― 〃 ハナ 21．7�
612 モンパスタン 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行諸江 幸祐氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 442 ―2：01．03� 39．9�
714 ボンヌシャンス 牝3黒鹿54 田中 勝春高橋 文男氏 宗像 義忠 新ひだか 矢野牧場 482 ―2：02．27 52．4�
23 マジェスティカリー 牝3鹿 54

53 ☆野中悠太郎	日進牧場 本間 忍 様似 スイートフアーム 468 ―2：02．83� 141．5�
510 シャイニーステラ 牝3鹿 54 江田 照男キャピタルクラブ 田村 康仁 浦河 カナイシスタッド 508 ―2：04．6大差 95．9�
59 ル ミ ア 牝3鹿 54 丸田 恭介岡田 隆寛氏 石栗 龍彦 新ひだか 岡田牧場 502 ―2：09．5大差 281．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，338，100円 複勝： 38，645，600円 枠連： 18，735，700円
馬連： 53，017，800円 馬単： 25，070，500円 ワイド： 44，169，200円
3連複： 76，924，900円 3連単： 94，786，200円 計： 382，688，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 190円 � 210円 � 190円 枠 連（1－4） 360円

馬 連 �� 2，200円 馬 単 �� 4，220円

ワ イ ド �� 770円 �� 430円 �� 770円

3 連 複 ��� 3，910円 3 連 単 ��� 24，190円

票 数

単勝票数 計 313381 的中 � 43557（3番人気）
複勝票数 計 386456 的中 � 54496（3番人気）� 46941（4番人気）� 54941（2番人気）
枠連票数 計 187357 的中 （1－4） 39811（1番人気）
馬連票数 計 530178 的中 �� 18672（7番人気）
馬単票数 計 250705 的中 �� 4447（13番人気）
ワイド票数 計 441692 的中 �� 14185（7番人気）�� 27671（4番人気）�� 14311（6番人気）
3連複票数 計 769249 的中 ��� 14723（8番人気）
3連単票数 計 947862 的中 ��� 2840（65番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．3―38．8―52．1―1：04．8―1：17．6―1：30．8―1：44．1

コーナー
通過順位

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

2
4

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

ヒラボククイーン �
�
父 ケープブランコ �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

2017．2．28生 牝3黒鹿 母 ヒラボクキャロル 母母 チョウカイキャロル 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔騎手変更〕 ヤマトホープシップ号の騎手三浦皇成は，第1日第7競走での落馬負傷のため勝浦正樹に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シャイニーステラ号・ルミア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年2月6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。
（非当選馬） 1頭 スペロデア号
※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。



00019 1月6日 晴 良 （2中山1） 第2日 第7競走 ��2，400�4歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・右）（500万円以下）

負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
2：28．8
2：28．6

重
不良

44 アルデエンブレム 牡4栗 56 宮崎 北斗中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 斉藤スタッド 482＋ 22：37．2 19．3�
33 トモジャタイクーン 牡5鹿 57 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 506－ 22：37．3� 33．3�
79 スタンサンセイ 牡4鹿 56 O．マーフィー 吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 546＋182：37．4クビ 1．5�

（英）

810 プレイングラン 牡4栗 56 丸山 元気スリースターズレーシング 小西 一男 新ひだか 平野牧場 476－ 22：37．71� 4．6�
22 フラテルニテ 牝4芦 54

52 △菅原 明良北嶋 義三氏 戸田 博文 平取 北島牧場 510＋222：37．8� 128．6�
67 エグジットラック 牡6栗 57 勝浦 正樹戸賀 智子氏 田村 康仁 平取 清水牧場 528－ 22：38．0� 28．6�
811 ユ メ ノ サ キ 牡5栗 57 大野 拓弥山田広太郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B556＋ 62：38．42� 11．5	
55 サクセスファイター 牡4栗 56 田辺 裕信髙嶋 哲氏 中舘 英二 新ひだか 服部 牧場 512＋122：38．61� 6．0

66 ロードザナドゥ 	5黒鹿57 木幡 巧也 �ロードホースクラブ 新開 幸一 新ひだか ケイアイファーム 472－ 82：40．19 353．2�
78 
 スズヨブラック 牡5鹿 57 井上 敏樹鈴木与四郎氏 松永 康利 浦河 栄進牧場 484± 02：40．31� 341．0
11 プランスシャルマン 	7栗 57 田中 勝春村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 462＋ 22：42．2大差 134．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 41，817，900円 複勝： 84，124，100円 枠連： 12，079，500円
馬連： 56，102，600円 馬単： 41，121，400円 ワイド： 42，953，800円
3連複： 84，359，700円 3連単： 170，817，500円 計： 533，376，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，930円 複 勝 � 310円 � 280円 � 110円 枠 連（3－4） 9，570円

馬 連 �� 10，300円 馬 単 �� 30，260円

ワ イ ド �� 2，080円 �� 560円 �� 600円

3 連 複 ��� 5，090円 3 連 単 ��� 82，390円

票 数

単勝票数 計 418179 的中 � 17306（5番人気）
複勝票数 計 841241 的中 � 29627（6番人気）� 33082（5番人気）� 521349（1番人気）
枠連票数 計 120795 的中 （3－4） 978（16番人気）
馬連票数 計 561026 的中 �� 4218（21番人気）
馬単票数 計 411214 的中 �� 1019（41番人気）
ワイド票数 計 429538 的中 �� 4969（19番人気）�� 20442（6番人気）�� 18931（7番人気）
3連複票数 計 843597 的中 ��� 12428（15番人気）
3連単票数 計1708175 的中 ��� 1503（166番人気）

ハロンタイム 13．1―11．8―12．6―13．4―14．3―14．1―13．9―12．3―12．4―12．7―12．7―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．1―24．9―37．5―50．9―1：05．2―1：19．3―1：33．2―1：45．5―1：57．9―2：10．6―2：23．3

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

アルデエンブレム �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．8．5 新潟10着

2016．3．18生 牡4栗 母 コーラルチャイムズ 母母 ポ レ ン ト 14戦2勝 賞金 13，700，000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。

00020 1月6日 晴 良 （2中山1） 第2日 第8競走 ��
��1，200�4歳以上1勝クラス

発走13時50分 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

815 サトノユニゾン �5鹿 57 O．マーフィー �サトミホースカンパニー 古賀 慎明 新ひだか グランド牧場 B494± 01：11．8 2．1�
（英）

816 エヌワイパフューム 牝4鹿 54 大野 拓弥サンアンドコム 武井 亮 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 520＋221：12．12 19．9�

510 アポロチーター 牡4栗 56 木幡 巧也アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか へいはた牧場 526＋12 〃 ハナ 5．2�
23 	
 ヒ ロ ミ 牡5黒鹿57 西田雄一郎了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 米
Windwoods Farm
& Phoenix Farm &
Racing, LLC

502－ 21：12．2クビ 31．1�
713 ナムラアイアイサー 牡4栗 56

54 △菅原 明良奈村 睦弘氏 武市 康男 浦河 中島牧場 482＋12 〃 クビ 10．1�
24 タマモキャペリン 牝4鹿 54 武藤 雅タマモ� 水野 貴広 新冠 小泉牧場 460－ 2 〃 アタマ 33．5	
12 ア マ デ ウ ス 牡4黒鹿 56

53 ▲藤田菜七子中西 純穂氏 久保田貴士 平取 川向高橋育
成牧場 B466＋ 21：12．3クビ 7．8


11 ナイスプリンセス 牝4鹿 54 丸田 恭介田畑 利彦氏 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 460＋ 61：12．4� 10．0�
48 ゴールドクロス 牡5鹿 57 丸山 元気河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 山岡ファーム 498＋161：13．03� 8．7�
36 スリーミネルバ 牝6黒鹿 55

53 △木幡 育也永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 452＋ 41：13．1� 459．2
714
 ヴィーヴルサヴィ �5鹿 57 丹内 祐次ライオンレースホース� 林 徹 千歳 社台ファーム B504＋ 6 〃 ハナ 116．8�
612 チバタリアン 牝4芦 54 石川裕紀人井上 久光氏 稲垣 幸雄 新冠 競優牧場 426－ 21：13．2� 223．3�
35 エ ナ グ リ ン 牡5栗 57 横山 武史宮原 廣伸氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム B490＋18 〃 アタマ 73．8�
611 マサノシーザー 牡7鹿 57

56 ☆野中悠太郎猪野毛雅人氏 清水 英克 新ひだか 猪野毛牧場 492＋ 81：13．3� 328．5�
47 ゲンパチカナ 牝4鹿 54 岩部 純二平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか チャンピオンズファーム 452＋ 61：13．51 332．7�
59 ロマンスガッサン 牝5黒鹿55 津村 明秀西村 專次氏 鈴木 伸尋 新冠 八木 明広 508＋261：13．6� 117．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，504，300円 複勝： 63，561，400円 枠連： 23，473，600円
馬連： 90，055，200円 馬単： 43，346，100円 ワイド： 71，879，600円
3連複： 133，058，200円 3連単： 177，165，100円 計： 651，043，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 420円 � 170円 枠 連（8－8） 2，590円

馬 連 �� 2，670円 馬 単 �� 3，780円

ワ イ ド �� 880円 �� 320円 �� 1，840円

3 連 複 ��� 4，390円 3 連 単 ��� 23，100円

票 数

単勝票数 計 485043 的中 � 179904（1番人気）
複勝票数 計 635614 的中 � 163405（1番人気）� 26951（7番人気）� 96005（2番人気）
枠連票数 計 234736 的中 （8－8） 7012（12番人気）
馬連票数 計 900552 的中 �� 26136（10番人気）
馬単票数 計 433461 的中 �� 8598（12番人気）
ワイド票数 計 718796 的中 �� 19925（12番人気）�� 65188（1番人気）�� 9127（20番人気）
3連複票数 計1330582 的中 ��� 22727（12番人気）
3連単票数 計1771651 的中 ��� 5558（70番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．5―12．1―12．3―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―34．0―46．1―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノユニゾン �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2018．2．25 中山3着

2015．4．2生 �5鹿 母 ハ ニ ー パ イ 母母 チャームカーニバル 17戦2勝 賞金 33，650，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 アメリカンツイスト号・カッチョエペペ号・サルウェーテ号・シゲルジルコン号・スティールティアラ号・

ハルメキ号
※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。



00021 1月6日 晴 良 （2中山1） 第2日 第9競走 ��
��1，800�

はつあかね

初 茜 賞
発走14時25分 （ダート・右）
4歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

11 カ ナ シ バ リ 牝4鹿 54 江田 照男由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 510＋ 61：53．2 7．8�
816 アイファーキングズ 牡4黒鹿56 O．マーフィー 中島 稔氏 �島 一歩 新冠 川上 悦夫 492－121：53．3	 4．7�

（英）

510 パンコミード 牡5黒鹿57 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 534－ 6 〃 ハナ 3．0�
611 アフターバーナー 
6鹿 57 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 B522＋ 81：53．51� 10．1�
12 スピアザゴールド 
7鹿 57 大野 拓弥 �キャロットファーム 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500± 01：53．71 13．5	
815 グレンマクナス 牡6鹿 57 石橋 脩 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 528＋ 2 〃 クビ 26．0

47 テ ィ タ ー ヌ 牡4鹿 56 内田 博幸 �スリーエイチレーシング 栗田 徹 千歳 社台ファーム 454＋ 21：54．01	 27．4�
24 フクノグリュック 牡8鹿 57 丹内 祐次福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社

ケイズ B524＋22 〃 クビ 290．5�
35 シティーオブスター 牡4黒鹿56 丸山 元気吉田 和美氏 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 512＋201：54．21 13．6
48 � キャプチュード 牡5黒鹿57 武藤 雅 �ローレルレーシング 和田正一郎 新冠 対馬 正 484＋ 91：54．62 483．5�
36 キャベンディッシュ 牡5栗 57 野中悠太郎本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 520＋161：54．7	 30．0�
59 ハ シ カ ミ 牡7青鹿57 山田 敬士中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 474－101：55．44 480．7�
714 ポルタメント 牡4栗 56 北村 友一前田 幸治氏 中舘 英二 新ひだか 沼田 照秋 470＋ 41：55．82 54．6�
23 マイネルボルソー 牡9鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 竹中牧場 486＋ 41：56．11	 386．7�
612 ストロングライン 牡4芦 56 F．ミナリク �ターフ・スポート西村 真幸 浦河 酒井牧場 522＋ 21：56．84 5．2�

（独）

713 カフェアトラス 牡5鹿 57 北村 宏司西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 B526＋ 61：57．01 76．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 53，126，300円 複勝： 86，972，300円 枠連： 34，021，400円
馬連： 135，861，800円 馬単： 50，354，800円 ワイド： 93，722，800円
3連複： 200，547，900円 3連単： 237，041，500円 計： 891，648，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 180円 � 170円 � 140円 枠 連（1－8） 860円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 3，400円

ワ イ ド �� 580円 �� 580円 �� 420円

3 連 複 ��� 2，590円 3 連 単 ��� 16，620円

票 数

単勝票数 計 531263 的中 � 54197（4番人気）
複勝票数 計 869723 的中 � 116514（3番人気）� 128167（2番人気）� 185191（1番人気）
枠連票数 計 340214 的中 （1－8） 30404（6番人気）
馬連票数 計1358618 的中 �� 64030（6番人気）
馬単票数 計 503548 的中 �� 11093（10番人気）
ワイド票数 計 937228 的中 �� 40489（5番人気）�� 40813（4番人気）�� 59551（1番人気）
3連複票数 計2005479 的中 ��� 57962（4番人気）
3連単票数 計2370415 的中 ��� 10338（34番人気）

ハロンタイム 12．4―11．7―12．8―13．0―12．4―12．1―12．6―12．9―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．1―36．9―49．9―1：02．3―1：14．4―1：27．0―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カ ナ シ バ リ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．10．8 東京2着

2016．3．19生 牝4鹿 母 ミラクルクロス 母母 ロイヤルクロス 13戦3勝 賞金 44，274，000円
〔騎手変更〕 アフターバーナー号の騎手三浦皇成は，第1日第7競走での落馬負傷のため田辺裕信に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 フラワーストリーム号・ヘニッヒ号
（非抽選馬） 7頭 ウインハイラント号・シゲノブ号・タイセイビルダー号・ダイワドノヴァン号・フィールオーケー号・

フーズサイド号・ヤマイチジャスティ号
※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。

00022 1月6日 晴 良 （2中山1） 第2日 第10競走 ��
��1，600�ジュニアカップ（Ｌ）

発走15時00分 （芝・右・外）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，200万
円毎1�増，�：馬齢重量，GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走またはGⅢ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

46 サクセッション 牡3芦 56 O．マーフィー �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 518＋101：33．4 2．4�
（英）

58 ハーモニーマゼラン 牡3鹿 56 大野 拓弥日下部勝德氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 514＋101：33．82	 16．6�
59 サクラトゥジュール 牡3青鹿56 石橋 脩�さくらコマース堀 宣行 新ひだか 谷岡牧場 486＋10 〃 ハナ 3．9�
47 ゼンノジャスタ 牡3黒鹿56 田中 健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 476＋ 8 〃 ハナ 11．2�
22 ド ゥ ー ベ 牡3栗 56 北村 友一 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 490± 01：33．9
 4．9	
815 ラッシュアップ 牡3青鹿56 M．デムーロ �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 534＋ 21：34．0	 30．3

611 アイスシェルフ 牡3黒鹿56 丸山 元気吉田 勝己氏 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 522＋16 〃 クビ 54．1�
610 スリリングドリーム 牝3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 446－ 21：34．21 289．2�
23 カップッチョ 牡3鹿 56 江田 照男�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 460＋121：34．41	 109．5
34 シ コ ウ 牡3青鹿56 木幡 巧也岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 460＋101：34．5	 51．7�
814 マイネルテナシャス 牡3青鹿56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 470＋121：34．6	 382．2�
713 デンタルバルーン 牝3青鹿54 田辺 裕信三宅 勝俊氏 牧浦 充徳 浦河 カナイシスタッド 454－ 2 〃 ハナ 7．6�
712� ハ ニ ー リ ン 牝3鹿 54 北村 宏司西森 功氏 堀井 雅広 浦河 山春牧場 468＋ 61：34．81	 329．0�
11 ミャゴラーレ 牡3鹿 56 野中悠太郎山口 裕介氏 黒岩 陽一 浦河 杵臼牧場 512＋ 81：34．9クビ 124．2�
35 � ダ リ ル 牡3黒鹿56 津村 明秀山口 裕介氏 松山 将樹 新冠 北星村田牧場 432－101：38．0大差 356．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 81，026，900円 複勝： 96，459，700円 枠連： 32，524，800円
馬連： 181，767，700円 馬単： 80，235，400円 ワイド： 112，519，600円
3連複： 247，740，800円 3連単： 375，153，400円 計： 1，207，428，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 280円 � 140円 枠 連（4－5） 330円

馬 連 �� 1，980円 馬 単 �� 3，160円

ワ イ ド �� 610円 �� 220円 �� 830円

3 連 複 ��� 2，060円 3 連 単 ��� 10，920円

票 数

単勝票数 計 810269 的中 � 269406（1番人気）
複勝票数 計 964597 的中 � 253381（1番人気）� 60290（6番人気）� 198065（2番人気）
枠連票数 計 325248 的中 （4－5） 75438（1番人気）
馬連票数 計1817677 的中 �� 71023（7番人気）
馬単票数 計 802354 的中 �� 19030（11番人気）
ワイド票数 計1125196 的中 �� 43002（7番人気）�� 157434（1番人気）�� 30573（11番人気）
3連複票数 計2477408 的中 ��� 89932（5番人気）
3連単票数 計3751534 的中 ��� 24897（26番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．2―11．6―12．1―12．0―11．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―22．8―34．0―45．6―57．7―1：09．7―1：21．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F35．7

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

勝馬の
紹 介

サクセッション �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Diktat デビュー 2019．6．16 東京1着

2017．3．14生 牡3芦 母 アディクティド 母母 Astica 4戦3勝 賞金 37，511，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダリル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年2月6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。



00023 1月6日 晴 良 （2中山1） 第2日 第11競走 ��
��1，200�カーバンクルステークス

発走15時35分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，日本馬：4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万
円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競
走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

810 ライラックカラー 牡5黒鹿56 O．マーフィー 山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 千代田牧場 B468＋ 61：08．4 3．2�
（英）

78 ペイシャフェリシタ 牝7黒鹿55 田辺 裕信北所 直人氏 高木 登 新ひだか 友田牧場 492± 01：08．5	 3．9�
33 レジーナフォルテ 牝6黒鹿55 杉原 誠人永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 平取 中川 隆 504＋10 〃 クビ 5．0�
67 キングハート 牡7鹿 58 北村 宏司増田 陽一氏 星野 忍 新冠 奥山 博 504＋ 61：08．6クビ 14．7�
811 アルマエルナト 
9栗 56 柴田 大知コウトミックレーシング 伊藤 大士 浦河 小島牧場 480± 01：08．81� 40．7�
44 ビップライブリー 牡7栗 58 大野 拓弥鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 460－ 4 〃 クビ 49．9�
22 ロ ジ ク ラ イ 牡7黒鹿59 F．ミナリク久米田正明氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 518－ 61：08．9� 9．3	

（独）

66 ミキノドラマー 牡7鹿 56 菊沢 一樹谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 504＋10 〃 クビ 144．5

11 メイソンジュニア 牡6鹿 56 津村 明秀 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 492－ 81：09．0クビ 6．7�
55 エ ス タ ー テ 牝5鹿 54 松岡 正海グリーンスウォード伊藤 伸一 新冠 長浜牧場 426＋ 41：09．21� 8．9
79 トウショウピスト 牡8鹿 57 江田 照男トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B492＋ 21：09．41� 199．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 98，815，700円 複勝： 122，422，000円 枠連： 43，800，900円
馬連： 333，119，100円 馬単： 131，809，400円 ワイド： 168，754，900円
3連複： 448，822，300円 3連単： 743，895，000円 計： 2，091，439，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 150円 � 150円 枠 連（7－8） 730円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 370円 �� 370円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，470円 3 連 単 ��� 6，100円

票 数

単勝票数 計 988157 的中 � 243650（1番人気）
複勝票数 計1224220 的中 � 248729（1番人気）� 209274（2番人気）� 202169（3番人気）
枠連票数 計 438009 的中 （7－8） 46378（2番人気）
馬連票数 計3331191 的中 �� 320449（1番人気）
馬単票数 計1318094 的中 �� 72185（1番人気）
ワイド票数 計1687549 的中 �� 118265（1番人気）�� 117783（2番人気）�� 110485（3番人気）
3連複票数 計4488223 的中 ��� 227481（1番人気）
3連単票数 計7438950 的中 ��� 88321（3番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．2―11．3―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．8―45．1―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．6
3 3，4（1，5）（2，11）6，7，8（9，10） 4 3，4（1，5）（2，11）（6，8）（9，7）10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ライラックカラー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2018．2．18 東京1着

2015．2．23生 牡5黒鹿 母 ルルパンブルー 母母 ガトーショコラ 13戦5勝 賞金 85，684，000円
〔騎手変更〕 ペイシャフェリシタ号の騎手三浦皇成は，第1日第7競走での落馬負傷のため田辺裕信に変更。
※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。

00024 1月6日 晴 良 （2中山1） 第2日 第12競走 ��
��2，000�4歳以上2勝クラス

発走16時10分 （1000万円以下） （芝・右）
負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

44 モンテグロッソ 牡5青鹿57 M．デムーロゴドルフィン 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 508± 02：02．6 4．6�

33 トーセングラン 牡4鹿 56 横山 和生島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ
スティファーム 432＋ 8 〃 クビ 7．3�

11 パルクデラモール 牝5鹿 55
53 △菅原 明良�G1レーシング 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468± 02：02．91� 39．9�
810 ヴァンランディ 牡4鹿 56 O．マーフィー �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 454＋10 〃 クビ 1．9	

（英）

55 エターナルヴィテス 牡4鹿 56 田中 勝春永井 廣司氏 松山 将樹 浦河 櫛桁牧場 488＋ 82：03．11	 9．0

811 ショーンガウアー 
5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 500＋ 22：03．3� 28．9�
78 � ヴィエナブロー 牝4黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子吉田 千津氏 林 徹 仏 Mr Hubert
Mazeaud 452＋ 8 〃 ハナ 6．4�

66 ハクサンペリー 牡5鹿 57
56 ☆菊沢 一樹河﨑 五市氏 寺島 良 浦河 �川 啓一 496± 02：03．51	 46．5

67 バケットリスト 牝5鹿 55
54 ☆野中悠太郎宮城 寛也氏 高橋 文雅 浦河 宮内牧場 486＋ 6 〃 クビ 170．1�

22 フレスコパスト 牝6鹿 55 内田 博幸岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 416－ 82：04．03 383．3�
79 ヒロノセンキン 
4黒鹿56 横山 武史サンエイ開発� 寺島 良 新ひだか 片山牧場 472＋ 4 〃 アタマ 43．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 74，841，100円 複勝： 108，583，800円 枠連： 24，400，200円
馬連： 142，838，300円 馬単： 79，341，000円 ワイド： 90，595，100円
3連複： 184，937，600円 3連単： 392，015，400円 計： 1，097，552，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 210円 � 280円 � 850円 枠 連（3－4） 1，580円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 2，710円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，490円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 9，550円 3 連 単 ��� 37，710円

票 数

単勝票数 計 748411 的中 � 130035（2番人気）
複勝票数 計1085838 的中 � 154527（2番人気）� 104116（3番人気）� 27533（7番人気）
枠連票数 計 244002 的中 （3－4） 11928（6番人気）
馬連票数 計1428383 的中 �� 73868（6番人気）
馬単票数 計 793410 的中 �� 21945（11番人気）
ワイド票数 計 905951 的中 �� 48817（5番人気）�� 15089（14番人気）�� 11520（16番人気）
3連複票数 計1849376 的中 ��� 14521（25番人気）
3連単票数 計3920154 的中 ��� 7536（105番人気）

ハロンタイム 12．8―12．1―13．6―12．4―12．9―11．5―11．9―11．8―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．9―38．5―50．9―1：03．8―1：15．3―1：27．2―1：39．0―1：50．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

モンテグロッソ �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 Singspiel デビュー 2017．12．24 中山5着

2015．3．13生 牡5青鹿 母 ア ド ニ ー タ 母母 Anna Palariva 11戦3勝 賞金 40，700，000円
※ハクサンペリー号・ヒロノセンキン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（2中山1）第2日 1月6日（月曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 176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

221，640，000円
5，620，000円
28，630，000円
1，450，000円
26，680，000円
72，318，000円
4，840，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
590，331，100円
850，374，900円
263，622，500円
1，286，280，000円
594，105，500円
867，312，700円
1，821，983，200円
2，735，926，300円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 9，009，936，200円

総入場人員 12，431名 （有料入場人員 11，254名）
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