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00037 1月12日 曇 良 （2中山1） 第4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

612 ファイヴレター 牡3青鹿 56
55 ☆菊沢 一樹熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 444＋121：12．9 59．5�

36 コーラルティアラ 牝3栗 54 横山 典弘 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 和田 勇介 浦河 猿橋 義昭 462－ 2 〃 クビ 16．6�

24 リアンフィーユ 牝3黒鹿54 田辺 裕信 �CHEVAL AT-
TACHE 斎藤 誠 新ひだか 前田ファーム 452－ 21：13．0� 6．8�

48 エターナルダイヤ 牡3栗 56 木幡 初也鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 462＋ 21：13．1クビ 5．4�
12 ソ ラ ン 牡3黒鹿56 吉田 豊鈴木 康弘氏 古賀 史生 新ひだか 本桐牧場 520＋ 81：13．2� 14．2�
714	 デトロイトテソーロ 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 米 Blackstone
Farm LLC 474＋ 41：13．41
 1．8	

47 ショシカンテツ 牡3黒鹿56 津村 明秀國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム 506＋ 41：13．61� 13．3

611 サノノクヒオ 牡3栗 56 内田 博幸佐野 信幸氏 清水 英克 日高 木村牧場 494± 01：13．7クビ 106．4�
59 	 クリムゾンブリッツ 牡3鹿 56 M．デムーロ�レッドマジック金成 貴史 英 Akira

Katayama 470－ 41：13．8� 9．4�
35 ロードオブイサチル 牝3黒鹿 54

53 ☆野中悠太郎小坂 功氏 竹内 正洋 新ひだか 静内酒井牧場 B476＋ 8 〃 ハナ 72．0
816 キャツクレードル 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 凌大石瀬 浩三氏 佐藤 吉勝 日高 いとう牧場 452＋ 2 〃 ハナ 437．9�
11 ピ ュ テ ィ 牝3鹿 54 武士沢友治武田 茂男氏 深山 雅史 北見 久田 公氣 430－ 81：14．01
 329．8�
23 	 レイクマッジョーレ 牡3鹿 56 木幡 巧也ゴドルフィン 土田 稔 愛 Lismacue Mare

Syndicate 472＋ 21：14．32 158．6�
815 ナススイート 牡3青 56 勝浦 正樹小山田兼敏氏 田島 俊明 新冠 オリエント牧場 454＋141：14．62 289．7�
510 シンデレラサイズ 牝3栗 54 黛 弘人佐藤 範夫氏 加藤 和宏 青森 ワールドファーム 418＋ 41：14．81 837．1�
713 バランスロック 牡3栗 56 西田雄一郎�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492＋ 41：15．54 323．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，588，600円 複勝： 75，159，000円 枠連： 17，164，600円
馬連： 80，721，300円 馬単： 42，264，300円 ワイド： 69，588，900円
3連複： 132，526，900円 3連単： 168，579，700円 計： 628，593，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，950円 複 勝 � 1，150円 � 390円 � 240円 枠 連（3－6） 12，170円

馬 連 �� 32，870円 馬 単 �� 78，460円

ワ イ ド �� 5，910円 �� 4，610円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 60，530円 3 連 単 ��� 611，100円

票 数

単勝票数 計 425886 的中 � 5723（8番人気）
複勝票数 計 751590 的中 � 14628（8番人気）� 50386（7番人気）� 94821（3番人気）
枠連票数 計 171646 的中 （3－6） 1093（21番人気）
馬連票数 計 807213 的中 �� 1903（40番人気）
馬単票数 計 422643 的中 �� 404（81番人気）
ワイド票数 計 695889 的中 �� 2986（34番人気）�� 3841（29番人気）�� 14120（17番人気）
3連複票数 計1325269 的中 ��� 1642（91番人気）
3連単票数 計1685797 的中 ��� 200（679番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．3―12．2―12．8―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．8―46．0―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファイヴレター �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2019．9．22 中山9着

2017．5．4生 牡3青鹿 母 ピンクサプライズ 母母 ハピネスヒロイン 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔発走状況〕 リアンフィーユ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 リアンフィーユ号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ヴァンデリオン号・サイモンサンバ号・シゲルセイウン号・ルートサブロク号
（非抽選馬） 4頭 シゲルケレス号・スイスライツ号・ヒガシヴァルキリー号・ロードファビュラス号

00038 1月12日 曇 良 （2中山1） 第4日 第2競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時25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
1：48．5
1：47．6

重
重

36 ニーズヘッグ 牝3鹿 54 横山 和生 �YGGホースクラブ 小野 次郎 森 笹川大晃牧場 478± 01：56．6 2．5�
48 ナスノフォルテ 牝3黒鹿54 横山 武史�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 472＋121：57．66 7．1�
713 エ ン ジ ョ イ 牝3栗 54

52 △木幡 育也島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ
スティファーム 456＋ 21：57．7� 7．9�

611 レッドカルム 牝3黒鹿54 石橋 脩 �東京ホースレーシング 奥村 武 千歳 社台ファーム 522－ 21：57．91� 11．2	
12 タマノシュシュ 牝3青 54 田辺 裕信玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 斉藤英牧場 426＋ 6 〃 アタマ 5．0

816 ディーズギャラント 牝3栗 54

52 △菅原 明良秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 444－ 2 〃 ハナ 10．6�
59 グッドフェイム 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子 �社台レースホース和田正一郎 千歳 社台ファーム 462－ 61：58．32� 125．3
47 キラークイーン 牝3鹿 54 大野 拓弥村木 隆氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 444± 01：58．72� 114．4�
714 バルバレスコ 牝3鹿 54 O．マーフィー �シルクレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 478± 01：59．02 9．6�

（英）

11 カフェレヨン 牝3黒鹿54 津村 明秀西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 508± 01：59．53 165．3�
510 アルヒミスト 牝3黒鹿54 柴田 大知 �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 B418＋ 22：00．03 193．4�
24 カウイダンス 牝3鹿 54 F．ミナリク細谷 典幸氏 相沢 郁 日高 下河辺牧場 442－ 82：00．1� 19．7�

（独）

23 ダイユウローズ 牝3鹿 54 木幡 巧也大友 靖岐氏 松永 康利 新ひだか 藤沢牧場 500－ 62：00．73� 35．3�
612 デラベッピン 牝3栗 54

53 ☆菊沢 一樹大田 恭充氏 浅野洋一郎 新冠 村上 進治 420－ 8 〃 ハナ 320．2�
35 タ ツ シ デ ン 牝3黒鹿54 丹内 祐次鈴木 髙幸氏 古賀 史生 新ひだか ニッコウファーム 494＋10 （競走中止） 482．9�

（15頭）
815 ヴ ィ ル ベ ル 牝3栗 54 武藤 雅吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 426＋12 （競走除外）

売 得 金
単勝： 41，956，800円 複勝： 66，086，000円 枠連： 17，653，300円
馬連： 79，684，600円 馬単： 33，813，800円 ワイド： 61，924，700円
3連複： 117，973，700円 3連単： 130，582，600円 計： 549，675，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 170円 � 170円 枠 連（3－4） 760円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 290円 �� 280円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 4，160円

票 数

単勝票数 差引計 419568（返還計 1191） 的中 � 129708（1番人気）
複勝票数 差引計 660860（返還計 3041） 的中 � 193872（1番人気）� 84364（2番人気）� 81942（3番人気）
枠連票数 差引計 176533（返還計 182） 的中 （3－4） 17874（3番人気）
馬連票数 差引計 796846（返還計 6774） 的中 �� 80118（2番人気）
馬単票数 差引計 338138（返還計 2726） 的中 �� 20600（1番人気）
ワイド票数 差引計 619247（返還計 7278） 的中 �� 55199（2番人気）�� 59039（1番人気）�� 31227（4番人気）
3連複票数 差引計1179737（返還計 17565） 的中 ��� 75891（1番人気）
3連単票数 差引計1305826（返還計 17367） 的中 ��� 22744（2番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―13．2―13．6―12．7―12．5―13．2―13．0―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―37．7―51．3―1：04．0―1：16．5―1：29．7―1：42．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ニーズヘッグ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2019．11．2 東京8着

2017．3．29生 牝3鹿 母 リ ュ ウ メ イ 母母 ダイコーフリーマン 5戦1勝 賞金 10，400，000円
〔競走除外〕 ヴィルベル号は，馬場入場時に放馬。疾病〔左前肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻3分遅延。
〔競走中止〕 タツシデン号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第１回 中山競馬 第４日



00039 1月12日 曇 良 （2中山1） 第4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

23 ビービーレガロ 牡3鹿 56 O．マーフィー �坂東牧場 戸田 博文 日高 ファーミングヤナキタ 530＋ 21：57．3 2．8�
（英）

12 サトノワールド 牡3鹿 56 横山 典弘 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 514＋ 8 〃 アタマ 2．1�
24 クロカドッグ 牡3鹿 56

55 ☆野中悠太郎�ヒダカファーム竹内 正洋 日高 槇本牧場 B504＋ 21：57．72� 84．8�
816 ハイエストエンド 牡3栗 56 田辺 裕信�明栄商事 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 506＋121：57．8� 9．7�
35 サイモンルグラン 牡3鹿 56 勝浦 正樹澤田 昭紀氏 勢司 和浩 日高 中前牧場 498＋ 61：58．11� 63．8	
815 ショウナンアクア 牡3栗 56

54 △菅原 明良国本 哲秀氏 古賀 史生 新冠 ムラカミファーム 472± 01：58．41� 73．9

612 ベストランナー 牡3鹿 56 木幡 巧也ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486＋ 21：58．61� 37．4�
510 エバンタイユドール 牝3栗 54

52 △木幡 育也井上 久光氏 高市 圭二 日高 サンバマウン
テンファーム 494± 0 〃 ハナ 37．5�

48 マイネルエンカント 牡3黒鹿56 内田 博幸 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田 勇介 新冠 ビッグレッドファーム 450－ 21：58．81� 10．0

713 クラウンマハロ 牡3黒鹿56 丹内 祐次�クラウン 尾形 和幸 日高 クラウン日高牧場 510± 01：59．01� 62．4�
36 ニシノゼノビア 牝3栗 54 岩部 純二西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 462－101：59．42� 553．4�
611 ファナティックエロ 牡3芦 56 丸田 恭介�ラ・メール 奥村 武 安平 ノーザンファーム 502＋14 〃 クビ 134．2�
11 スズカゴウケツ 牡3鹿 56 M．デムーロ永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 468＋102：00．03� 12．5�
47 スーシーホー 牝3鹿 54 吉田 豊�門別牧場 高橋 文雅 新冠 武田 修一 442＋ 22：00．32 117．1�
59 コパノリッチマン 牡3栃栗 56

53 ▲藤田菜七子小林 祥晃氏 手塚 貴久 新ひだか 前谷 武志 B518＋142：00．5� 77．8�
714 セクシイライン 牝3青鹿54 江田 照男平岡 茂樹氏 菊川 正達 むかわ 平岡牧場 478± 02：01．03 376．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，417，100円 複勝： 83，085，000円 枠連： 20，003，500円
馬連： 82，161，600円 馬単： 47，304，400円 ワイド： 73，304，700円
3連複： 138，350，100円 3連単： 191，210，500円 計： 681，836，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 110円 � 860円 枠 連（1－2） 240円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 160円 �� 1，880円 �� 2，040円

3 連 複 ��� 4，730円 3 連 単 ��� 15，930円

票 数

単勝票数 計 464171 的中 � 131139（2番人気）
複勝票数 計 830850 的中 � 177932（2番人気）� 324836（1番人気）� 10722（11番人気）
枠連票数 計 200035 的中 （1－2） 63578（1番人気）
馬連票数 計 821616 的中 �� 230568（1番人気）
馬単票数 計 473044 的中 �� 57569（2番人気）
ワイド票数 計 733047 的中 �� 161420（1番人気）�� 7932（19番人気）�� 7288（21番人気）
3連複票数 計1383501 的中 ��� 21914（15番人気）
3連単票数 計1912105 的中 ��� 8697（43番人気）

ハロンタイム 13．0―12．0―13．5―13．5―12．8―13．2―13．2―12．7―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．0―38．5―52．0―1：04．8―1：18．0―1：31．2―1：43．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビービーレガロ �
�
父 シビルウォー �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2019．10．26 東京11着

2017．5．1生 牡3鹿 母 ツインダイヤ 母母 ハリスンマリー 5戦1勝 賞金 9，150，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時00分に変更。
〔制裁〕 ベストランナー号の騎手木幡巧也は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：10番・9番・8番）

クラウンマハロ号の騎手丹内祐次は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番・11番・10番・5番）
ベストランナー号の騎手木幡巧也は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番・10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 ユーアーマイソウル号・レジーナクィーン号
※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。

00040 1月12日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （2中山1） 第4日 第4競走 ��2，880�障害4歳以上未勝利

発走11時25分 （芝・ダート）

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

813 ユイノシンドバッド 牡5青鹿60 大江原 圭由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 510＋ 23：13．7 5．7�
33 フォワードカフェ 牡8黒鹿60 山本 康志西川 恭子氏 和田 勇介 むかわ 上水牧場 538＋ 6 〃 ハナ 1．9�
711 ニシノベイオウルフ 牡5黒鹿60 大庭 和弥西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 512＋ 23：14．87 30．3�
814 ブルーガーディアン 牡8黒鹿60 平沢 健治 �YGGホースクラブ 星野 忍 新ひだか 加野牧場 492－ 43：15．11� 15．6�
712 ア マ ゾ ニ カ 牝4栗 57 伴 啓太ディアレストクラブ� 大江原 哲 新ひだか 山野牧場 448－ 63：18．0大差 107．0�
69 � レヴァンテライオン �6黒鹿60 石神 深一ライオンレースホース� 加藤士津八 米

Hargus Sexton, Sandra
Sexton, Tom Bozarth &
Silver Fern Farm LLC

506＋103：18．1クビ 16．5	
34 ヨコスカダンディー 牡4栗 59 草野 太郎 
高木競走馬育成牧場 清水 英克 新冠 浜口牧場 474＋103：18．2	 22．5�
45 スマートウェールズ 牡6黒鹿60 上野 翔大川 徹氏 古賀 史生 浦河 杵臼牧場 474＋203：18．52 151．3�
58 エスケークラウン 牡6青 60 北沢 伸也菅藤 宗一氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 494＋ 43：18．82 11．6
11 ソウラセブン 牝5青鹿58 江田 勇亮村田 滋氏 柄崎 孝 浦河 ディアレスト

クラブ 464＋103：21．8大差 285．5�
57 フラットレー �5青鹿60 五十嵐雄祐 
キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 502＋ 83：23．18 4．1�
610 ギャップパワー 牝4栗 57 高野 和馬小林 祐一氏 加藤 和宏 新ひだか 見上牧場 488－163：31．0大差 290．7�
46 シオンコタン 牝4鹿 57 伊藤 工真村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 ビッグレッドファーム 464＋ 83：32．49 233．4�
22 
 エポドスミノル �5黒鹿60 難波 剛健吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 428－ 8 （競走中止） 127．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，914，900円 複勝： 34，742，900円 枠連： 17，642，000円
馬連： 53，074，100円 馬単： 28，911，200円 ワイド： 37，942，400円
3連複： 88，399，400円 3連単： 123，434，600円 計： 410，061，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 160円 � 110円 � 360円 枠 連（3－8） 420円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 260円 �� 1，230円 �� 900円

3 連 複 ��� 3，240円 3 連 単 ��� 16，410円

票 数

単勝票数 計 259149 的中 � 36155（3番人気）
複勝票数 計 347429 的中 � 48971（3番人気）� 122763（1番人気）� 15272（8番人気）
枠連票数 計 176420 的中 （3－8） 32404（2番人気）
馬連票数 計 530741 的中 �� 69527（2番人気）
馬単票数 計 289112 的中 �� 13887（4番人気）
ワイド票数 計 379424 的中 �� 42942（2番人気）�� 7101（18番人気）�� 9914（13番人気）
3連複票数 計 883994 的中 ��� 20410（10番人気）
3連単票数 計1234346 的中 ��� 5452（50番人気）
上り 1マイル 1：47．7 4F 52．6－3F 39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ユイノシンドバッド �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．7．2 福島8着

2015．3．16生 牡5青鹿 母 マドリガルスコア 母母 フサイチワールド 障害：6戦1勝 賞金 14，980，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時30分に変更。
〔競走中止〕 エポドスミノル号は，2周目5号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
〔その他〕 フラットレー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 フラットレー号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年2月12日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ゴルディアス号・リセンティート号



00041 1月12日 小雨 良 （2中山1） 第4日 第5競走 ��
��1，600�3歳未勝利

発走12時15分 （芝・右・外）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

47 ピーエムピンコ 牝3黒鹿 54
51 ▲藤田菜七子松山 毅氏 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 400＋ 41：35．0 3．1�

510 イ ザ ラ 牝3鹿 54 O．マーフィー 栗坂 崇氏 加藤 征弘 新ひだか タガミファーム 446± 01：35．31� 5．4�
（英）

59 タイキスウォード 牡3栗 56
55 ☆菊沢 一樹�大樹ファーム 高橋 祥泰 新ひだか 木村 秀則 450＋ 2 〃 ハナ 3．2�

48 ラキャラントシス 牝3栗 54 F．ミナリク�山王飯店 鈴木 伸尋 日高 奥山 博 482－ 61：35．62 31．5�
（独）

12 ユースフルラヴ 牝3黒鹿54 津村 明秀吉田 晴哉氏 田中 博康 安平 追分ファーム 414－101：36．13 47．1	
714 シ ャ チ 牡3鹿 56

55 ☆野中悠太郎中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 460＋ 2 〃 アタマ 12．0

612 マイネルチューダ 牡3鹿 56 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 448＋ 41：36．2� 10．5�
23 マ ン ド ゥ 牡3黒鹿56 内田 博幸 �スリーエイチレーシング 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 456± 01：36．3� 19．5�
815 アグネスクレバー 牝3鹿 54 柴田 善臣前田 清二氏 深山 雅史 新ひだか カタオカフアーム 408－ 6 〃 クビ 51．7
35 サクセスハーモニー 牝3栗 54 田辺 裕信髙嶋 哲氏 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 438－ 81：36．4クビ 12．3�
713 コスモシークレット 牡3栗 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 456＋161：36．5� 207．7�
24 	 ジッピーレーサー 
3鹿 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 米 Monticule 454＋ 8 〃 クビ 32．6�
36 キッズシタイヒャー 牡3黒鹿56 武士沢友治瀬谷 �雄氏 武市 康男 浦河 中村 雅明 442－ 81：36．71� 113．2�
611 ショウナンサモン 牡3栗 56

54 △菅原 明良国本 哲秀氏 大竹 正博 日高 木村牧場 492＋ 41：36．8クビ 115．1�
816 キ ー ナ ッ ツ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行北前孔一郎氏 青木 孝文 新冠 小泉牧場 444－ 21：36．9� 586．2�
11 スピランセス 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 凌大ディアレスト 田村 康仁 新冠 大栄牧場 448－ 41：38．7大差 491．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 48，728，700円 複勝： 84，397，300円 枠連： 22，585，500円
馬連： 96，875，100円 馬単： 44，770，900円 ワイド： 80，245，700円
3連複： 149，691，600円 3連単： 168，979，400円 計： 696，274，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 170円 � 120円 枠 連（4－5） 300円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 460円 �� 250円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 5，580円

票 数

単勝票数 計 487287 的中 � 124511（1番人気）
複勝票数 計 843973 的中 � 172912（2番人気）� 104814（3番人気）� 212060（1番人気）
枠連票数 計 225855 的中 （4－5） 57494（1番人気）
馬連票数 計 968751 的中 �� 69558（3番人気）
馬単票数 計 447709 的中 �� 18949（5番人気）
ワイド票数 計 802457 的中 �� 41066（4番人気）�� 91357（1番人気）�� 51061（2番人気）
3連複票数 計1496916 的中 ��� 102579（1番人気）
3連単票数 計1689794 的中 ��� 21940（6番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．6―11．8―12．1―12．1―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．4―47．2―59．3―1：11．4―1：23．0

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ピーエムピンコ �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 ハービンジャー デビュー 2019．10．14 東京2着

2017．2．3生 牝3黒鹿 母 ローズカリーナ 母母 ロ ゼ カ ラ ー 3戦1勝 賞金 9，900，000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 ドバウィビクトリー号
※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。

00042 1月12日 曇 良 （2中山1） 第4日 第6競走 ��2，000�3歳新馬
発走12時45分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

816 リヴァージュ 牝3鹿 54 横山 和生島川 �哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 482 ―2：04．8 7．2�
510 ホウオウハルカス 牡3黒鹿56 松岡 正海小笹 芳央氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 476 ―2：05．43� 9．5�
815 エルセンブルグ 牡3芦 56 丸山 元気 �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 530 ―2：05．71� 15．1�
35 ハラハラドキドキ 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大廣崎利洋HD� 久保田貴士 平取 株式会社
ASK STUD 452 ―2：06．12� 35．5	

714 ワイルドフレーズ 牡3青鹿56 石川裕紀人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 黒岩 陽一 新ひだか キヨタケ牧場 472 ― 〃 アタマ 5．5


12 ショウナンラオウ 牡3黒鹿56 藤岡 康太国本 哲秀氏 高橋 義忠 新ひだか 上村 清志 454 ― 〃 ハナ 5．4�
59 レッドジャンヌ 牝3鹿 54 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 452 ―2：06．31� 22．7�
47 セイウンノワール 牝3黒鹿54 武藤 雅西山 茂行氏 尾形 和幸 新冠 守矢牧場 510 ― 〃 クビ 32．3
36 コースタルチャート 牝3鹿 54 M．デムーロ �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 464 ―2：06．4� 3．1�
48 ジャストザキラキラ 牝3黒鹿54 石橋 脩ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 新ひだか 前田ファーム 438 ―2：06．72 166．6�
713 ガラパーティー 牝3栗 54 横山 典弘寺田千代乃氏 久保田貴士 新ひだか 矢野牧場 492 ―2：06．8� 31．1�
611 キールカーディナル 牡3青鹿56 F．ミナリク �サンデーレーシング 田中 博康 安平 ノーザンファーム 468 ― 〃 アタマ 28．7�

（独）

23 コ コ ラ 牝3黒鹿 54
51 ▲藤田菜七子田中 純一氏 大和田 成 浦河 杵臼牧場 458 ―2：07．33 15．5�

612 ムービングブレイド 牡3鹿 56 宮崎 北斗山上 和良氏 高橋 祥泰 むかわ ヤマイチ牧場 492 ―2：08．68 181．2�
11 デ イ タ イ ム 牡3黒鹿56 津村 明秀 �ローレルレーシング 和田正一郎 新ひだか 漆原 武男 460 ―2：10．6大差 144．0�
24 キタノファラオ 牡3栗 56

53 ▲山田 敬士北所 直人氏 松永 康利 日高 シンボリ牧場 478 ―2：12．6大差 323．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 46，735，700円 複勝： 60，736，000円 枠連： 21，989，900円
馬連： 83，044，600円 馬単： 34，965，500円 ワイド： 62，561，100円
3連複： 113，422，500円 3連単： 118，241，200円 計： 541，696，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 250円 � 320円 � 490円 枠 連（5－8） 1，670円

馬 連 �� 3，690円 馬 単 �� 6，690円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 1，430円 �� 1，850円

3 連 複 ��� 14，360円 3 連 単 ��� 69，300円

票 数

単勝票数 計 467357 的中 � 51911（4番人気）
複勝票数 計 607360 的中 � 68215（4番人気）� 50797（5番人気）� 29493（7番人気）
枠連票数 計 219899 的中 （5－8） 10155（8番人気）
馬連票数 計 830446 的中 �� 17431（14番人気）
馬単票数 計 349655 的中 �� 3919（24番人気）
ワイド票数 計 625611 的中 �� 11823（15番人気）�� 11331（16番人気）�� 8630（23番人気）
3連複票数 計1134225 的中 ��� 5922（50番人気）
3連単票数 計1182412 的中 ��� 1237（232番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．6―38．1―51．2―1：04．8―1：16．7―1：28．8―1：41．2―1：52．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F36．0
1
3
16，9（3，6，11）（7，10，13）（2，12，14）（1，5）－（4，15）－8
16（11，5）（9，13，14）（3，6，10）（7，2）15（1，12，8）＝4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

リヴァージュ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2017．2．13生 牝3鹿 母 スカーレットポピー 母母 スカーレットブーケ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔その他〕 キタノファラオ号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 アトラクトボイス号・グラスエルファロ号・ゴールドシンガー号・ゴールドミッション号・スマイルフェイス号・

ブラウローゼン号・ヤングチョウサン号・ヨルノトバリ号・ルージュカプリス号
※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。



00043 1月12日 曇 良 （2中山1） 第4日 第7競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．6

重
重

714 コスモハヤテ 牡4青 56 柴田 大知 �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± 01：56．1 29．1�
815 グラファイト 牡5青鹿57 石橋 脩 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 484－ 4 〃 クビ 35．0�
611 ヨクエロマンボ �7芦 57 横山 典弘平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 468＋ 21：56．31� 3．0�
11 ベンガラグンジョウ 牡4鹿 56 田辺 裕信諸江 幸祐氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 522＋ 41：56．4クビ 6．0�
36 ゴールドフレーム �4栗 56 O．マーフィー 外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 478＋10 〃 アタマ 3．4�

（英）

816 セイカヤマノ 牡4黒鹿56 柴山 雄一久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム B500± 0 〃 クビ 18．4	
12 エコロドリーム 牡4栗 56 柴田 善臣原村 正紀氏 岩戸 孝樹 浦河 赤田牧場 476＋ 61：56．6� 25．0

612 ミ ヤ ケ 牡4鹿 56 大野 拓弥小林 祥晃氏 和田 勇介 新ひだか 服部 牧場 480－ 21：56．7� 19．4�
35 アサクサマヤ 牝4鹿 54 横山 武史蛭田 素子氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 488－ 21：57．33	 29．0�
23 フクサンダーク 牡4鹿 56

55 ☆野中悠太郎小沼 博氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 496＋ 21：57．61	 9．0
48 
 コスモアイトーン 牡4黒鹿56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 468＋ 41：58．13 84．7�
510 ローリエテソーロ 牡4栗 56

54 △菅原 明良了德寺健二ホール
ディングス� 加藤 和宏 浦河 辻 牧場 526＋241：58．31	 208．5�

47 フォースリッチ 牡7黒鹿 57
54 ▲小林 凌大宇田 豊氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 490＋ 61：58．62 264．1�

713 カ ガ ス タ ー 牡5鹿 57
54 ▲山田 敬士香川 憲次氏 高市 圭二 日高 広富牧場 460± 01：58．91� 191．0�

59 ゴ ー 牡4鹿 56 嘉藤 貴行グリーンスウォード伊藤 伸一 新ひだか 中橋 正 504＋ 21：59．11� 25．7�
24 
 ワークアンドリッチ 牡4鹿 56

53 ▲藤田菜七子小林 祥晃氏 上原 博之 新冠 佐藤牧場 492－ 31：59．73	 19．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 43，459，500円 複勝： 62，711，600円 枠連： 24，071，900円
馬連： 94，451，500円 馬単： 41，358，700円 ワイド： 78，888，200円
3連複： 139，241，400円 3連単： 149，216，000円 計： 633，398，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，910円 複 勝 � 880円 � 980円 � 170円 枠 連（7－8） 9，240円

馬 連 �� 36，890円 馬 単 �� 78，920円

ワ イ ド �� 7，550円 �� 1，670円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 43，650円 3 連 単 ��� 408，230円

票 数

単勝票数 計 434595 的中 � 11916（11番人気）
複勝票数 計 627116 的中 � 15444（11番人気）� 13676（12番人気）� 134498（1番人気）
枠連票数 計 240719 的中 （7－8） 2017（23番人気）
馬連票数 計 944515 的中 �� 1984（66番人気）
馬単票数 計 413587 的中 �� 393（138番人気）
ワイド票数 計 788882 的中 �� 2636（59番人気）�� 12311（19番人気）�� 11045（23番人気）
3連複票数 計1392414 的中 ��� 2392（121番人気）
3連単票数 計1492160 的中 ��� 265（901番人気）

ハロンタイム 12．5―12．0―13．7―14．1―13．0―12．0―12．6―12．6―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．5―38．2―52．3―1：05．3―1：17．3―1：29．9―1：42．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．8
1
3

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

勝馬の
紹 介

コスモハヤテ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ゴールドヘイロー デビュー 2018．9．2 新潟12着

2016．3．1生 牡4青 母 コスモコルデス 母母 アイシンモナリザ 13戦2勝 賞金 17，400，000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。

00044 1月12日 曇 良 （2中山1） 第4日 第8競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時50分 （ダート・右）（500万円以下）

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

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

12 アメリカンツイスト �5鹿 57 北村 宏司 �グリーンファーム中舘 英二 千歳 社台ファーム 482＋ 61：11．7 4．2�
611� ハ ル メ キ 牝5黒鹿 55

52 ▲山田 敬士 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 深山 雅史 新冠 三村 卓也 452－ 61：12．12� 7．0�

47 � マリノエクスプレス 牝5黒鹿55 武藤 雅矢野 雅子氏 古賀 史生 日高 クラウン日高牧場 450＋ 81：12．2	 6．3�
816� コスモクウェンチ 牡6鹿 57 武士沢友治Mr．ホース 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 500＋101：12．3	 17．3�
714 ディナミーデン 牡5芦 57 田辺 裕信ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 浦河日成牧場 484＋ 81：12．51� 6．3�
510 マイネルナイペス 牡4鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム B464＋ 31：12．81� 121．3	
713 アールランペイジ 牡4鹿 56 木幡 巧也前原 敏行氏 伊藤 大士 平取 北島牧場 B508＋16 〃 クビ 12．7

815 サウンドストリート 牡6鹿 57 丹内 祐次増田 雄一氏 和田正一郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458＋101：13．01
 86．4�
24 レーヌダンス 牝5青鹿 55

53 △木幡 育也酒井 喜生氏 矢野 英一 新ひだか 小河 豊水 476－ 2 〃 クビ 16．6�
48 アミュリオン 牡4栗 56 黛 弘人吉澤 克己氏 藤原 辰雄 浦河 栄進牧場 466＋ 21：13．63� 11．8
23 オルダージュ 牡4黒鹿56 石橋 脩 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 青木 孝文 浦河 大道牧場 488＋261：13．7クビ 14．3�
59 リリカルドリーム 牝5黒鹿55 内田 博幸水上 行雄氏 土田 稔 浦河 笠松牧場 B436－10 〃 ハナ 95．1�
612� メープルリキュール 牝5栗 55

52 ▲藤田菜七子 �社台レースホース竹内 正洋 千歳 社台ファーム 470＋18 〃 クビ 16．3�
35 フォークアート 牝4栗 54 横山 武史林 正道氏 武井 亮 新ひだか 服部 牧場 450＋ 21：13．91
 30．2�
11 � ドクターデューン 牝5鹿 55

54 ☆菊沢 一樹松岡 悟氏 菊沢 隆徳 新冠 安達 洋生 480＋101：14．0クビ 85．4�
36 ノボベイビー 牡5栗 57 F．ミナリク�LS.M 天間 昭一 清水 小野瀬 竜馬 486＋ 61：16．1大差 13．4�

（独）

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，033，400円 複勝： 89，559，900円 枠連： 37，056，600円
馬連： 133，848，800円 馬単： 49，030，700円 ワイド： 101，089，800円
3連複： 205，851，300円 3連単： 203，019，500円 計： 873，490，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 160円 � 240円 � 220円 枠 連（1－6） 1，290円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 3，310円

ワ イ ド �� 690円 �� 520円 �� 880円

3 連 複 ��� 3，690円 3 連 単 ��� 17，890円

票 数

単勝票数 計 540334 的中 � 100743（1番人気）
複勝票数 計 895599 的中 � 166363（1番人気）� 89865（4番人気）� 99334（3番人気）
枠連票数 計 370566 的中 （1－6） 22118（6番人気）
馬連票数 計1338488 的中 �� 58852（3番人気）
馬単票数 計 490307 的中 �� 11081（5番人気）
ワイド票数 計1010898 的中 �� 37215（3番人気）�� 51202（2番人気）�� 28646（6番人気）
3連複票数 計2058513 的中 ��� 41744（3番人気）
3連単票数 計2030195 的中 ��� 8224（9番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．3―12．4―12．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．6―46．0―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アメリカンツイスト �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．9．3 新潟4着

2015．2．19生 �5鹿 母 エアウイングス 母母 シークレットシェアラー 20戦2勝 賞金 28，650，000円
〔その他〕 ノボベイビー号は，競走中に疾病〔心房細動〕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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 イリスファルコン号
（非抽選馬） 1頭 サルウェーテ号
※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。



00045 1月12日 曇 良 （2中山1） 第4日 第9競走 ��
��1，800�

く ろ ち く

黒 竹 賞
発走14時25分 （ダート・右）
3歳，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

813 デルマオニキス 牡3芦 56 横山 和生浅沼 廣幸氏 勢司 和浩 日高 ファニーヒルファーム 468＋121：54．3 52．2�
33 ショウナンマリオ 牡3黒鹿56 津村 明秀�湘南 加藤士津八 浦河 高昭牧場 466－ 61：54．51� 3．5�
710 フィロロッソ 牡3鹿 56 O．マーフィー �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 472＋ 41：55．03 3．0�

（英）

56 ヒルノブルージュ 牡3黒鹿56 横山 典弘�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 米田牧場 470－ 6 〃 ハナ 34．4�
11 マイネルアストリア 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 486＋ 61：55．74 184．5	
57 キョウエイゴー 牡3黒鹿56 武藤 雅田中 晴夫氏 萱野 浩二 新冠 松浦牧場 502＋ 81：55．8クビ 52．4

711 ディアセオリー 牡3鹿 56 丸山 元気ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 ディアレスト

クラブ 480－ 21：56．43� 6．2�
22 カ イ ア ワ セ 牝3栗 54 武士沢友治内田 玄祥氏 星野 忍 日高 オリオンファーム 438－ 41：56．5� 235．5�
68 エコロタイガー 牡3芦 56 菅原 明良原村 正紀氏 岩戸 孝樹 浦河 宮内牧場 534± 01：56．82 42．0
812 セイエスコート 牡3鹿 56 横山 武史金田 成基氏 菊川 正達 日高 若林 順一 472＋ 41：57．43� 144．9�
44 マカオンブラン 牡3鹿 56 田辺 裕信關 陽彦氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 504＋101：58．35 23．5�
69 ワセダウォリアー 牡3黒鹿56 M．デムーロ大冨 智弘氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 462－ 41：59．15 5．1�
45 ベルウッドネイチャ 牡3鹿 56 石橋 脩鈴木 照雄氏 伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 542± 02：01．7大差 7．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 74，409，000円 複勝： 100，577，700円 枠連： 33，035，800円
馬連： 162，372，800円 馬単： 74，040，900円 ワイド： 103，016，400円
3連複： 227，660，200円 3連単： 316，307，500円 計： 1，091，420，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，220円 複 勝 � 740円 � 130円 � 130円 枠 連（3－8） 5，050円

馬 連 �� 6，050円 馬 単 �� 18，950円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 1，690円 �� 240円

3 連 複 ��� 4，170円 3 連 単 ��� 52，910円

票 数

単勝票数 計 744090 的中 � 11395（9番人気）
複勝票数 計1005777 的中 � 20343（9番人気）� 230103（2番人気）� 251526（1番人気）
枠連票数 計 330358 的中 （3－8） 5068（13番人気）
馬連票数 計1623728 的中 �� 20778（18番人気）
馬単票数 計 740409 的中 �� 2929（49番人気）
ワイド票数 計1030164 的中 �� 15678（18番人気）�� 13818（23番人気）�� 132868（1番人気）
3連複票数 計2276602 的中 ��� 40871（14番人気）
3連単票数 計3163075 的中 ��� 4334（165番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．1―12．4―12．8―13．2―13．3―13．0―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―36．0―48．4―1：01．2―1：14．4―1：27．7―1：40．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．1―3F39．9
1
3
5－4－（7，9）（1，3，11）（2，6，10）－8，12－13
5（4，3，11）7，6（1，10）（2，9）12，13，8

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

勝馬の
紹 介

デルマオニキス �
�
父 オンファイア �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．7．28 札幌6着

2017．4．30生 牡3芦 母 デルマトモエゴゼン 母母 シルバーネックレス 3戦2勝 賞金 15，387，000円
〔その他〕 ベルウッドネイチャ号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕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。
※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。

00046 1月12日 曇 良 （2中山1） 第4日 第10競走 ��
��2，200�

は つ さ き

初 咲 賞
発走15時00分 （芝・右・外）
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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．7

良
良

812 エ ア ジ ー ン 牝4鹿 54 大野 拓弥 �ラッキーフィールド堀 宣行 安平 ノーザンファーム 452± 02：15．2 5．3�
811 シークレットラン 牡4鹿 56 田辺 裕信亀井 哲也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 502＋ 2 〃 クビ 2．4�
33 ウィナーポイント 牝5黒鹿55 横山 典弘岡田 牧雄氏 和田 勇介 日高 出口牧場 428＋ 22：15．51� 15．8�
68 サトノシャーク 牡6鹿 57 O．マーフィー �サトミホースカンパニー 田中 博康 千歳 社台ファーム B536＋ 82：15．6	 5．3�

（英）

79 グロンフォール 牡5鹿 57 F．ミナリク �シルクレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 580＋10 〃 クビ 36．1	
（独）

44 ダノングレーター 牡4黒鹿56 石橋 脩�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 472＋162：15．7	 7．5

56 マイネルステレール 牡4鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 484＋ 4 〃 ハナ 19．8�
710 コスモジャーベ 牡7黒鹿57 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 492＋ 22：15．8クビ 50．6�
11 タンタフエルサ 牡5鹿 57 北村 宏司�G1レーシング 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B456＋202：16．01
 20．7
67 キングテセウス 牡4栗 56 丸山 元気保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 518＋162：16．53 12．3�
22 エフティスパークル 牡7黒鹿57 M．デムーロ吉野 英子氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 472＋ 8 〃 アタマ 41．0�
55 ロードストライク 牡4栗 56 石川裕紀人 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 新ひだか ケイアイファーム 478＋ 2 〃 アタマ 75．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 77，512，300円 複勝： 107，937，100円 枠連： 42，915，200円
馬連： 198，314，200円 馬単： 86，837，800円 ワイド： 127，771，000円
3連複： 274，878，900円 3連単： 379，914，600円 計： 1，296，081，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 170円 � 130円 � 280円 枠 連（8－8） 530円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，120円 �� 660円

3 連 複 ��� 2，540円 3 連 単 ��� 11，380円

票 数

単勝票数 計 775123 的中 � 116651（2番人気）
複勝票数 計1079371 的中 � 155512（3番人気）� 296094（1番人気）� 71635（5番人気）
枠連票数 計 429152 的中 （8－8） 62106（2番人気）
馬連票数 計1983142 的中 �� 283663（1番人気）
馬単票数 計 868378 的中 �� 48564（3番人気）
ワイド票数 計1277710 的中 �� 142447（1番人気）�� 26140（14番人気）�� 46490（7番人気）
3連複票数 計2748789 的中 ��� 80918（6番人気）
3連単票数 計3799146 的中 ��� 24190（22番人気）

ハロンタイム 12．8―12．0―12．9―12．3―12．6―12．5―12．2―12．0―11．9―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．8―37．7―50．0―1：02．6―1：15．1―1：27．3―1：39．3―1：51．2―2：02．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エ ア ジ ー ン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．9．30 中山1着

2016．1．30生 牝4鹿 母 ラスティングソング 母母 ハルーワソング 8戦3勝 賞金 36，383，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※ロードストライク号は，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レース目



00047 1月12日 曇 良 （2中山1） 第4日 第11競走 ��
��1，800�ポルックスステークス

発走15時35分 （ダート・右）
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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
1：48．5
1：47．6

重
重

35 スワーヴアラミス 牡5鹿 56 藤岡 康太�NICKS 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 488＋101：52．7 2．6�

34 ハ ヤ ヤ ッ コ 牡4白 56 O．マーフィー 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 482＋161：53．44 5．2�
（英）

713 ナムラアラシ 牡7鹿 58 松岡 正海奈村 信重氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 534＋161：53．71	 181．0�
611 デアフルーグ 牡4鹿 55 津村 明秀西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 516＋161：53．8	 3．8�
23 サンデーウィザード 牡8鹿 58 荻野 琢真巽 祐子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：53．9クビ 156．4�
610 コスモカナディアン 牡7鹿 57 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 金成 貴史 日高 アイズスタッド株式会社 502＋ 81：54．0	 29．9

46 
 スウィングビート 牡5鹿 56 F．ミナリク 	社台レースホース加藤 征弘 米 Shadai Farm 494＋ 61：54．1� 14．1�

（独）

47 � ロードアルペジオ 牡7栗 57 石川裕紀人 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 492± 01：54．41	 104．1�
22 ゴールデンブレイヴ 牡7栗 56 武藤 雅保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B506＋12 〃 ハナ 27．6
11 ホーリーブレイズ 牡6鹿 56 内田 博幸村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 478＋ 41：54．5クビ 21．6�
712 テーオーフォース 牡5黒鹿56 菱田 裕二小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 478－ 21：54．6	 41．7�
59 サンマルデューク 牡11黒鹿58 武士沢友治相馬 勇氏 和田 勇介 日高 田端牧場 516＋ 41：54．81 185．0�
815 アップクォーク 7黒鹿56 丸山 元気 	キャロットファーム 中川 公成 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：55．01� 87．2�
814 レピアーウィット 牡5栗 56 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 556＋ 61：55．42� 7．2�
58 オウケンワールド 牡8芦 57 大野 拓弥福井 明氏 和田 勇介 浦河 辻 牧場 500＋101：57．5大差 32．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 136，571，700円 複勝： 158，141，000円 枠連： 90，490，800円
馬連： 423，013，200円 馬単： 164，940，100円 ワイド： 234，334，300円
3連複： 660，736，600円 3連単： 939，202，100円 計： 2，807，429，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 180円 � 1，700円 枠 連（3－3） 740円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 350円 �� 6，150円 �� 9，540円

3 連 複 ��� 34，720円 3 連 単 ��� 119，040円

票 数

単勝票数 計1365717 的中 � 418530（1番人気）
複勝票数 計1581410 的中 � 368551（1番人気）� 242198（3番人気）� 15644（13番人気）
枠連票数 計 904908 的中 （3－3） 93533（2番人気）
馬連票数 計4230132 的中 �� 428236（2番人気）
馬単票数 計1649401 的中 �� 95985（2番人気）
ワイド票数 計2343343 的中 �� 195554（2番人気）�� 9066（48番人気）�� 5822（60番人気）
3連複票数 計6607366 的中 ��� 14270（90番人気）
3連単票数 計9392021 的中 ��� 5720（337番人気）

ハロンタイム 12．8―12．3―13．3―13．1―12．1―12．2―12．4―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．1―38．4―51．5―1：03．6―1：15．8―1：28．2―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F36．9
1
3
8（5，6）（2，4）（11，15）1（10，14）12，7－3－13，9・（8，5，6）15（2，4，11）（1，10，14）12，7，13（3，9）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スワーヴアラミス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Sligo Bay デビュー 2017．10．8 東京8着

2015．3．26生 牡5鹿 母 ベイトゥベイ 母母 Bala 16戦5勝 賞金 90，373，000円
※出走取消馬 ランガディア号（疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の20頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）20頭 アシャカダイキ号・アンフィトリテ号・イーグルバローズ号・エアアンセム号・オウケンビリーヴ号・

カフェリュウジン号・クイーンズテソーロ号・クルークハイト号・クロスケ号・コスモイグナーツ号・
ジャンダルム号・ドリュウ号・ノーブルサターン号・ハングリーベン号・ビルジキール号・プロディガルサン号・
メモリーコウ号・ヨシオ号・レッドアネラ号・ローズプリンスダム号

※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。

00048 1月12日 曇 良 （2中山1） 第4日 第12競走 ��
��1，600�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
1：30．3
1：30．3

良
良

12 トーラスジェミニ 牡4鹿 56
54 △木幡 育也柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 488－101：34．4 141．8�

35 ア ビ ー ム 牝5青鹿55 F．ミナリク �ローレルレーシング 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 470＋ 41：34．5� 6．0�
（独）

23 ルプリュフォール 牡4鹿 56 横山 典弘名古屋友豊� 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 506± 01：34．6� 4．3�
48 ロードプレミアム 牡7黒鹿57 横山 武史 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 新ひだか ケイアイファーム 500± 0 〃 ハナ 127．0�
815 アイスフィヨルド 牡5芦 57 武藤 雅佐々木雄二氏 武藤 善則 浦河 浦河小林牧場 456－ 2 〃 クビ 34．3�
714 エメラルスター 牡6黒鹿57 石川裕紀人高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 456－ 8 〃 ハナ 23．9	
11 ウォークザライン 牡4栗 56

54 △菅原 明良前田 幸治氏 高橋 亮 新ひだか 本桐牧場 468－12 〃 ハナ 77．9

47 カ ル リ ー ノ 牡4鹿 56 M．デムーロ �Gリビエール・レーシング 高橋 裕 浦河 松栄牧場 516＋121：34．7クビ 3．2�
612 ミモザイエロー 牝4栗 54 吉田 豊青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 456± 0 〃 アタマ 60．0�
713 メ ッ シ ー ナ 牝4鹿 54 O．マーフィー サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 468＋ 8 〃 ハナ 3．7�

（英）

59 アドマイヤシナイ 牡6鹿 57 田辺 裕信近藤 旬子氏 上原 博之 洞	湖 レイクヴィラファーム 478＋121：34．8� 32．3�
816
 クリノアリエル 牝5青 55 北村 宏司栗本 博晴氏 武 英智 様似 様似渡辺牧場 414－ 61：34．9� 34．7�
611 レッドイリーゼ 牝5青鹿55 津村 明秀 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：35．0クビ 10．8�
510
 ルマーカーブル 牡4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 524＋ 41：35．74 319．5�
24 ウィンターリリー 牝4芦 54 柴田 善臣田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 ヒダカフアーム 428－ 61：35．91� 149．8�
36 エリーバラード 牝4黒鹿 54

51 ▲山田 敬士谷川 正純氏 菊沢 隆徳 熊本 本田 土寿 498＋ 41：37．8大差 440．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 99，502，500円 複勝： 131，596，600円 枠連： 51，738，600円
馬連： 231，144，600円 馬単： 93，752，800円 ワイド： 157，494，400円
3連複： 333，586，400円 3連単： 448，301，700円 計： 1，547，117，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 14，180円 複 勝 � 2，590円 � 220円 � 190円 枠 連（1－3） 10，950円

馬 連 �� 49，850円 馬 単 �� 128，310円

ワ イ ド �� 10，240円 �� 7，620円 �� 670円

3 連 複 ��� 55，980円 3 連 単 ��� 785，060円

票 数

単勝票数 計 995025 的中 � 5613（13番人気）
複勝票数 計1315966 的中 � 9824（14番人気）� 168036（4番人気）� 212171（3番人気）
枠連票数 計 517386 的中 （1－3） 3660（26番人気）
馬連票数 計2311446 的中 �� 3593（58番人気）
馬単票数 計 937528 的中 �� 548（133番人気）
ワイド票数 計1574944 的中 �� 3814（61番人気）�� 5141（52番人気）�� 64849（7番人気）
3連複票数 計3335864 的中 ��� 4469（125番人気）
3連単票数 計4483017 的中 ��� 414（1097番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―11．4―11．4―11．9―11．9―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．9―35．3―46．7―58．6―1：10．5―1：22．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．8

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

勝馬の
紹 介

トーラスジェミニ �
�
父 キングズベスト �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2018．7．1 福島9着

2016．4．30生 牡4鹿 母 エリモエトワール 母母 ステラーオデッセイ 12戦3勝 賞金 29，561，000円
※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 ソーラーフレア号・ナイトバナレット号
※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。

４レース目



（2中山1）第4日 1月12日（日曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 181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

204，440，000円
8，210，000円
25，560，000円
1，290，000円
23，740，000円
75，741，500円
5，803，500円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
737，830，200円
1，054，730，100円
396，347，700円
1，718，706，400円
741，991，100円
1，188，161，600円
2，582，319，000円
3，336，989，400円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 11，757，075，500円

総入場人員 22，048名 （有料入場人員 20，058名）
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