
枠
番
馬
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色
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重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

00073 1月19日 晴 稍重 （2中山1） 第7日 第1競走 ��
��1，200�3歳未勝利

発走10時10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

24 サトノポーラスター 牡3栗 56 F．ミナリク �サトミホースカンパニー 大和田 成 千歳 社台ファーム 514＋141：12．6 17．8�
（独）

35 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± 0 〃 クビ 27．0�

47 スイスライツ 牡3鹿 56 江田 照男永田 博之氏 竹内 正洋 浦河 松栄牧場 464－101：12．7� 13．7�
36 シゲルメイオウセイ 牡3鹿 56 和田 竜二森中 蕃氏 松山 将樹 日高 池添 安雄 482－ 41：12．8� 6．4�
11 スリーハーバー 牡3栗 56

54 △木幡 育也永井商事� 柄崎 孝 厚真 阿部 栄乃進 494－ 4 〃 クビ 5．0�
12 � ヴァンデリオン 牡3栗 56 丸山 元気村山 忠弘氏 根本 康広 米 P. Headley, Nancy

Bell & NATO B492＋ 2 〃 ハナ 7．6	
59 ゴールドオーク 牝3青鹿54 横山 典弘シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか 矢野牧場 522－ 21：13．43� 3．7

815 アントニウス 牡3鹿 56 田辺 裕信中西 純穂氏 久保田貴士 浦河 惣田 英幸 462－ 41：13．61� 5．7�
816 サイモンサンバ 牝3栗 54

53 ☆野中悠太郎澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 458－101：13．81	 75．4�
713 ルートサブロク 牡3鹿 56 岩部 純二ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 474－ 21：14．54 120．2�
611 クリムゾンオーラ 牝3鹿 54 内田 博幸田頭 勇貴氏 清水 英克 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 446± 01：14．6� 51．3�
612 ボンジュールヘニー 牝3栗 54 宮崎 北斗田中善次郎氏 天間 昭一 浦河 市川フアーム 486－101：14．81	 95．2�
714 ダンシングジュエル 牝3鹿 54 嘉藤 貴行伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 424＋101：14．9� 121．7�
48 コーリンマジェリー 牝3青鹿54 松山 弘平伊藤 恵介氏 小野 次郎 新ひだか 前谷 武志 466＋261：15．22 12．4�
23 プラチナスター 牝3栗 54 武藤 雅落合 幸弘氏 伊藤 大士 新冠 新冠橋本牧場 432－ 41：15．41 76．1�
510 シゲルダイモス 牡3鹿 56 菅原 隆一森中 蕃氏 石毛 善彦 浦河 王蔵牧場 460＋ 81：15．72 420．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，819，700円 複勝： 53，065，000円 枠連： 18，420，900円
馬連： 76，869，000円 馬単： 32，357，200円 ワイド： 60，359，000円
3連複： 118，555，100円 3連単： 119，770，400円 計： 511，216，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，780円 複 勝 � 620円 � 720円 � 360円 枠 連（2－3） 4，020円

馬 連 �� 26，380円 馬 単 �� 43，560円

ワ イ ド �� 6，320円 �� 3，230円 �� 2，610円

3 連 複 ��� 73，540円 3 連 単 ��� 471，920円

票 数

単勝票数 計 318197 的中 � 14245（8番人気）
複勝票数 計 530650 的中 � 21906（8番人気）� 18479（9番人気）� 42591（5番人気）
枠連票数 計 184209 的中 （2－3） 3549（14番人気）
馬連票数 計 768690 的中 �� 2258（51番人気）
馬単票数 計 323572 的中 �� 557（94番人気）
ワイド票数 計 603590 的中 �� 2439（50番人気）�� 4830（35番人気）�� 6011（29番人気）
3連複票数 計1185551 的中 ��� 1209（170番人気）
3連単票数 計1197704 的中 ��� 184（926番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．5―12．1―12．5―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―34．0―46．1―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノポーラスター �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Storm Cat デビュー 2019．6．16 東京12着

2017．2．13生 牡3栗 母 ゼラスキャット 母母 Trail Robbery 3戦1勝 賞金 5，100，000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。
（非当選馬） 2頭 コッヘル号・シゲルケレス号
※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。

00074 1月19日 晴 稍重 （2中山1） 第7日 第2競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時40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 ラ マ ト リ ス 牝3芦 54 大野 拓弥吉田 晴哉氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 530＋ 61：56．9 4．2�

35 ジェロボーム 牝3栗 54 O．マーフィー 長谷川祐司氏 古賀 慎明 新ひだか チャンピオンズファーム 486－ 21：57．22 1．9�
（英）

713 トップブランド 牝3黒鹿54 C．ルメール �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 488－ 41：57．41 10．7�

612 チャームインレース 牝3鹿 54 北村 宏司髙橋 明裕氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 486＋ 61：57．5� 11．0�
714 アポロファルコン 牝3黒鹿 54

53 ☆菊沢 一樹アポロサラブレッドクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか へいはた牧場 B500－ 41：57．81� 441．6�
47 ナックダイヤ 牝3鹿 54 横山 典弘小松 欣也氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 508± 01：58．12 8．3	
816 カ ナ タ 牝3黒鹿54 吉田 豊由井健太郎氏 奥村 武 新ひだか タイヘイ牧場 482－ 41：58．52� 9．5

48 トミケンプリエール 牝3芦 54 木幡 巧也冨樫 賢二氏 小西 一男 日高 日高大洋牧場 480－ 81：59．03 175．6�
611 レジーナクィーン 牝3芦 54 横山 和生坂田 行夫氏 土田 稔 新冠 村上 進治 452－ 6 〃 ハナ 128．7�
59 ト レ ベ ー ラ 牝3鹿 54 武藤 雅田上 雅春氏 水野 貴広 新ひだか 岡田スタツド 492－ 6 〃 ハナ 33．6
24 レ ヴ ィ 牝3鹿 54 丸山 元気松谷 翔太氏 林 徹 千歳 社台ファーム 456＋ 21：59．95 33．0�
12 セレナアンバー 牝3鹿 54 酒井 学島川 利子氏 林 徹 千歳 社台ファーム 468＋ 4 〃 クビ 307．3�
23 ヤ マ ヒ ビ キ 牝3黒鹿54 武士沢友治江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 474－ 22：01．07 543．0�
815 ジュンセイコー 牝3黒鹿54 内田 博幸河合 裕明氏 高柳 瑞樹 浦河 山口 義彦 430＋102：01．63� 119．2�
11 ラブカワールド 牝3黒鹿 54

52 △木幡 育也増田 陽一氏 蛯名 利弘 日高 奥山 博 436± 02：01．92 330．0�
510 グラスカルメン 牝3鹿 54 石川裕紀人半沢� 尾形 和幸 新ひだか 静内フジカワ牧場 438＋ 42：04．5大差 141．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，539，000円 複勝： 48，112，700円 枠連： 15，296，300円
馬連： 62，166，000円 馬単： 32，038，700円 ワイド： 48，110，000円
3連複： 87，321，900円 3連単： 113，440，700円 計： 444，025，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 140円 � 110円 � 190円 枠 連（3－3） 450円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 190円 �� 760円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，230円 3 連 単 ��� 6，360円

票 数

単勝票数 計 375390 的中 � 71177（2番人気）
複勝票数 計 481127 的中 � 86875（2番人気）� 150500（1番人気）� 45964（4番人気）
枠連票数 計 152963 的中 （3－3） 26238（1番人気）
馬連票数 計 621660 的中 �� 113659（1番人気）
馬単票数 計 320387 的中 �� 23727（2番人気）
ワイド票数 計 481100 的中 �� 78358（1番人気）�� 13561（9番人気）�� 26883（4番人気）
3連複票数 計 873219 的中 ��� 53042（3番人気）
3連単票数 計1134407 的中 ��� 12926（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―37．6―50．7―1：03．4―1：16．3―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4F53．5―3F40．6
1
3

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

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

ラ マ ト リ ス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．8．10 新潟7着

2017．1．18生 牝3芦 母 ヴァルパライソ 母母 ト コ ピ ジ ャ 4戦1勝 賞金 7，850，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グラスカルメン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年2月19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。

第１回 中山競馬 第７日



00075 1月19日 晴 稍重 （2中山1） 第7日 第3競走 ��1，800�3歳未勝利
発走11時10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 ダノンファスト 牡3黒鹿56 横山 典弘�ダノックス 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 460± 01：54．9 1．8�
46 ディーエスプルーフ 牡3鹿 56 C．ルメール 秋谷 壽之氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B448± 01：57．2大差 4．1�
712 ユーアーマイソウル 牡3鹿 56 嘉藤 貴行�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム B486＋ 21：57．94 290．4�
11 フ ジ コ ウ キ 牡3芦 56

55 ☆野中悠太郎荒木 誠氏 高市 圭二 新ひだか 岡田牧場 464－ 21：58．21� 35．1�
814 アポロダーウィン 牡3栗 56 石川裕紀人アポロサラブレッドクラブ 稲垣 幸雄 新冠 サンローゼン 510＋ 6 〃 クビ 9．4	
815 ア キ ト ゴ ー 牡3黒鹿56 岩部 純二大倉 佑介氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 482＋ 61：58．3� 86．3

59 テントゥワン 牡3芦 56 吉田 豊井山 登氏 竹内 正洋 浦河 田中スタッド 480＋ 41：58．4� 15．3�
713 リョウランハート 牡3栗 56 菅原 隆一佐藤 啓子氏 小野 次郎 新冠 高瀬 敦 460＋ 21：58．5� 414．6�
611 ウィルビーハッピー 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 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 476－ 21：58．6� 114．3
58 ビバヴィットーリオ 牡3鹿 56 O．マーフィー 平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 512± 0 〃 ハナ 7．0�

（英）

23 ロ ジ シ ッ プ 牡3鹿 56 北村 宏司久米田正明氏 本間 忍 新冠 秋田牧場 450＋ 21：58．7� 46．5�
34 キタノスイセイ 牡3黒鹿56 横山 和生北所 直人氏 土田 稔 平取 びらとり牧場 456－ 61：59．12� 473．1�
35 マルゼンスター 牡3青鹿 56

55 ☆菊沢 一樹坪野谷和平氏 勢司 和浩 安平 �橋本牧場 518＋121：59．52� 279．7�
610 カ ピ テ ル 牡3黒鹿56 和田 竜二ディアレストクラブ� 宗像 義忠 浦河 加藤 重治 488－ 21：59．81� 22．2�
22 シュラハトシップ 牡3鹿 56 江田 照男 �ダイヤモンドファーム 大江原 哲 日高 細川牧場 454 ―2：01．9大差 98．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 37，317，200円 複勝： 67，956，400円 枠連： 15，989，400円
馬連： 59，073，000円 馬単： 36，434，900円 ワイド： 50，076，400円
3連複： 88，115，800円 3連単： 134，723，500円 計： 489，686，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 150円 � 2，310円 枠 連（4－4） 360円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 210円 �� 4，280円 �� 6，200円

3 連 複 ��� 14，340円 3 連 単 ��� 35，050円

票 数

単勝票数 計 373172 的中 � 165829（1番人気）
複勝票数 計 679564 的中 � 329983（1番人気）� 95466（2番人気）� 2993（13番人気）
枠連票数 計 159894 的中 （4－4） 33585（2番人気）
馬連票数 計 590730 的中 �� 123905（1番人気）
馬単票数 計 364349 的中 �� 50492（1番人気）
ワイド票数 計 500764 的中 �� 79674（1番人気）�� 2557（34番人気）�� 1757（46番人気）
3連複票数 計 881158 的中 ��� 4608（39番人気）
3連単票数 計1347235 的中 ��� 2786（105番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―38．2―51．9―1：05．0―1：17．1―1：29．8―1：42．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F37．8
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ダノンファスト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2019．11．3 東京3着

2017．5．4生 牡3黒鹿 母 ダンスファンタジア 母母 ダンスインザムード 3戦1勝 賞金 8，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シュラハトシップ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年2月19日まで平地競

走に出走できない。
※出走取消馬 アカマツミッチー号（疾病〔左前肢跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 トーセンリミテッド号
※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。

00076 1月19日 晴 稍重 （2中山1） 第7日 第4競走 ��
��1，200�3歳1勝クラス

発走11時40分 （500万円以下） （ダート・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
1：08．7
1：08．7

重
重

816 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± 01：11．7 8．0�
（英）

713 ムーランアンディゴ 牡3鹿 56 石橋 脩村上 卓史氏 田中 博康 新冠 村上 欽哉 484＋181：11．91� 7．5�
510 インウィクトス 牡3鹿 56 丸山 元気加藤 厚子氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 464＋141：12．0� 27．9�
11 	 プレストレジェーロ 牝3鹿 54 木幡 巧也米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 小倉 光博 432＋ 21：12．1クビ 23．3�
714 タイニーベイビー 牡3鹿 56 津村 明秀山口 裕介氏 松山 将樹 日高 藤本ファーム 440－ 2 〃 アタマ 13．2�
12 レムリアンシード 牡3芦 56 武藤 雅田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 スカイビーチステーブル 446± 01：12．31
 390．9�
815 デルマサファイア 牝3青鹿 54

53 ☆菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーヒルファーム 470－ 2 〃 ハナ 54．9	
612� オーロラテソーロ 牡3栗 56 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス
 畠山 吉宏 米 John R. Penn &
Spendthift Farm 490＋ 4 〃 クビ 1．8�

59 ニシノミンクス 牝3鹿 54 内田 博幸西山 茂行氏 伊藤 圭三 新冠 村上 欽哉 460＋ 81：12．4� 34．9�
36 メモワールミノル 牡3芦 56 田辺 裕信吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 458－ 81：12．5� 18．9
23 ビ ブ シ ョ ウ 牝3鹿 54 石川裕紀人河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 400－ 41：12．6� 185．3�
35 ス ト レ ガ 牝3栗 54 吉田 豊清川 信弘氏 浅野洋一郎 新冠 佐藤 静子 454－161：13．23� 362．1�
611 スピーニディローザ 牝3栗 54

52 △木幡 育也矢野 秀春氏 大江原 哲 新ひだか 矢野牧場 442＋ 21：13．3� 263．1�
48 コパノライダー 牡3青鹿 56

55 ☆野中悠太郎小林 照弘氏 斎藤 誠 新ひだか へいはた牧場 456＋ 61：13．62 61．1�
24 	 コパノキャリー 牝3青鹿54 松山 弘平小林 祥晃氏 和田 勇介 新ひだか 西村 和夫 416＋ 21：13．91� 105．8�
47 ピシュマニエ 牝3栗 54 C．ルメール 嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 454± 01：15．49 5．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，578，200円 複勝： 84，818，100円 枠連： 20，480，400円
馬連： 87，586，700円 馬単： 46，779，500円 ワイド： 75，413，400円
3連複： 135，215，200円 3連単： 174，814，300円 計： 673，685，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 330円 � 300円 � 680円 枠 連（7－8） 1，850円

馬 連 �� 6，210円 馬 単 �� 14，590円

ワ イ ド �� 1，710円 �� 3，790円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 32，110円 3 連 単 ��� 167，860円

票 数

単勝票数 計 485782 的中 � 48463（4番人気）
複勝票数 計 848181 的中 � 70953（4番人気）� 79414（3番人気）� 29270（8番人気）
枠連票数 計 204804 的中 （7－8） 8565（7番人気）
馬連票数 計 875867 的中 �� 10914（17番人気）
馬単票数 計 467795 的中 �� 2404（36番人気）
ワイド票数 計 754134 的中 �� 11395（19番人気）�� 5021（36番人気）�� 14585（12番人気）
3連複票数 計1352152 的中 ��� 3158（71番人気）
3連単票数 計1748143 的中 ��� 755（364番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．5―12．2―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―34．0―46．2―58．5

コーナー
通過順位

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

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 デビュー 2020．1．6 中山1着

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 2戦2勝 賞金 13，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 キラービー号
※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。



00077 1月19日 晴 稍重 （2中山1） 第7日 第5競走 ��1，600�3歳未勝利
発走12時30分 （芝・右・外）

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
1：30．3
1：30．3

良
良

12 リーディングパート 牝3鹿 54 O．マーフィー �キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 408－ 81：36．3 3．2�
（英）

611 ヴ ィ デ ィ ア 牝3鹿 54 田辺 裕信 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 454＋ 8 〃 クビ 9．5�
612 セ ル フ ィ ー 牝3栗 54 C．ルメール�フクキタル 藤沢 和雄 新冠 パカパカ

ファーム 460± 01：36．93� 3．1�
510 ステラドーロ 牝3栗 54 A．シュタルケ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 446－ 41：37．0� 5．0�

（独）

35 ユウチャファスト 牝3鹿 54 北村 宏司長谷川祐司氏 中舘 英二 新ひだか チャンピオンズファーム 454－ 41：37．21� 16．7	
713 スパイラルバンブー 牝3栗 54

52 △木幡 育也�ジェイアール 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 446 ―1：37．41� 127．8

47 グランチーノ 牝3鹿 54 津村 明秀小菅 誠氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 454－ 41：37．5� 69．4�
714 デ ル タ 牝3青鹿54 和田 竜二村上 欽哉氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 442＋101：37．92� 69．2�
816 ロジマジェスティ 牝3黒鹿54 丸山 元気久米田正明氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 422＋ 61：38．21� 9．0
23 シ エ ル ヴ ァ 牝3鹿 54 松岡 正海�桑田牧場 武井 亮 浦河 桑田牧場 446＋12 〃 クビ 18．6�
815 グラスピエーナ 牝3栗 54 嘉藤 貴行半沢� 田中 清隆 新ひだか 岡田牧場 448－ 21：38．73 532．4�
48 レジイナアン 牝3青鹿54 松山 弘平 TURFレーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 498＋18 〃 アタマ 58．4�
36 ルージュルパン 牝3栗 54 F．ミナリク島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 432－121：39．12� 36．5�
（独）

24 ゴールドシンガー 牝3黒鹿54 内田 博幸居城 寿与氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム 464 ―1：39．31� 272．0�
11 メロウスマイル 牝3鹿 54

53 ☆野中悠太郎 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小島 茂之 浦河 高村牧場 378＋ 21：40．910 473．1�

59 グラニュエル 牝3栗 54 大野 拓弥広尾レース� 加藤 征弘 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 464 ―1：43．7大差 82．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，044，000円 複勝： 67，398，800円 枠連： 21，680，100円
馬連： 82，884，200円 馬単： 36，152，800円 ワイド： 65，749，300円
3連複： 109，617，600円 3連単： 128，480，000円 計： 563，006，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 220円 � 130円 枠 連（1－6） 490円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 2，700円

ワ イ ド �� 540円 �� 270円 �� 610円

3 連 複 ��� 2，030円 3 連 単 ��� 10，690円

票 数

単勝票数 計 510440 的中 � 125705（2番人気）
複勝票数 計 673988 的中 � 129981（2番人気）� 58265（5番人気）� 159990（1番人気）
枠連票数 計 216801 的中 （1－6） 33995（1番人気）
馬連票数 計 828842 的中 �� 39970（4番人気）
馬単票数 計 361528 的中 �� 10016（8番人気）
ワイド票数 計 657493 的中 �� 29282（4番人気）�� 69090（1番人気）�� 25698（5番人気）
3連複票数 計1096176 的中 ��� 40409（2番人気）
3連単票数 計1284800 的中 ��� 8706（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．1―35．7―47．5―1：00．2―1：12．4―1：24．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．8―3F36．1

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

勝馬の
紹 介

リーディングパート �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．9．28 中山2着

2017．2．12生 牝3鹿 母 タイトルパート 母母 タ イ ト ル ド 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔制裁〕 シエルヴァ号の騎手松岡正海は，2コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番・12番・14番・

16番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メロウスマイル号・グラニュエル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年2月

19日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ナンヨーショウエイ号
※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。

00078 1月19日 晴 稍重 （2中山1） 第7日 第6競走 ��1，600�3歳新馬
発走13時00分 （芝・右・外）

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
1：30．3
1：30．3

良
良

48 ルフトシュトローム 牡3鹿 56 内田 博幸 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 492 ―1：37．3 3．4�
816 メリディアン 牝3鹿 54 石川裕紀人 �ロードホースクラブ 友道 康夫 新ひだか ケイアイファーム 422 ―1：37．93� 46．1�
12 アルピニズム 牡3鹿 56 M．デムーロ吉田 照哉氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 488 ―1：38．11� 3．7�
35 パ ン ゲ ア 牝3鹿 54 北村 宏司 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 442 ―1：38．2� 17．9�
24 ツ キ サ エ ル 牡3鹿 56 丸山 元気星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 前野牧場 412 ―1：38．62� 13．2	
59 アシュモレアン 牡3鹿 56 A．シュタルケ �G1レーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 424 ―1：39．34 5．9


（独）

36 サクラシャムロック 牡3鹿 56 田辺 裕信�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 474 ―1：39．51� 5．9�
47 ニシノアクシス 牡3鹿 56 村田 一誠西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 桜井牧場 512 ― 〃 クビ 25．7�
23 エンパイアブレイズ 牡3栗 56 井上 敏樹小原準一郎氏 田島 俊明 日高 槇本牧場 442 ―1：39．71 81．6
714 ヒラボクハーツ 牝3栗 54 松山 弘平�平田牧場 大竹 正博 浦河 鎌田 正嗣 478 ―1：39．8� 33．6�
611 キングバーグ 牡3栗 56

55 ☆野中悠太郎長谷川兼美氏 本間 忍 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 456 ― 〃 アタマ 298．6�

11 トーセンチェイサー 牡3鹿 56 F．ミナリク島川 �哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ
スティファーム 428 ― 〃 ハナ 11．0�

（独）

612 フォーチュネイト 牡3鹿 56 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 須崎牧場 464 ―1：39．9クビ 98．6�
510 キングオブキャロル 牡3鹿 56 吉田 豊�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 496 ―1：40．0� 171．7�
815 ベストレイドプラン 牝3鹿 54 和田 竜二安藤 晋平氏 和田 勇介 浦河 高昭牧場 400 ―1：40．1� 112．5�
713 キ ク マ ツ 牝3青鹿54 菅原 隆一西本 資史氏 小野 次郎 浦河 グラストレーニ

ングセンター 410 ―1：43．8大差 421．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，635，600円 複勝： 46，541，500円 枠連： 18，093，500円
馬連： 66，537，300円 馬単： 31，096，800円 ワイド： 47，028，800円
3連複： 85，249，600円 3連単： 103，272，600円 計： 436，455，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 750円 � 170円 枠 連（4－8） 4，800円

馬 連 �� 9，340円 馬 単 �� 13，090円

ワ イ ド �� 2，600円 �� 360円 �� 2，980円

3 連 複 ��� 10，790円 3 連 単 ��� 63，930円

票 数

単勝票数 計 386356 的中 � 90268（1番人気）
複勝票数 計 465415 的中 � 93348（1番人気）� 11100（10番人気）� 78743（2番人気）
枠連票数 計 180935 的中 （4－8） 2919（15番人気）
馬連票数 計 665373 的中 �� 5516（26番人気）
馬単票数 計 310968 的中 �� 1781（43番人気）
ワイド票数 計 470288 的中 �� 4342（31番人気）�� 38018（1番人気）�� 3773（33番人気）
3連複票数 計 852496 的中 ��� 5925（36番人気）
3連単票数 計1032726 的中 ��� 1171（207番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．8―36．8―49．4―1：02．2―1：14．1―1：25．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．9―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

ルフトシュトローム �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2017．1．31生 牡3鹿 母 ハワイアンウインド 母母 ライクザウインド 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キクマツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年2月19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29頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）29頭 アイガーテソーロ号・アイリステソーロ号・アクロスティック号・イヴ号・イースセティクス号・

ウィナーズバラード号・エドノフェリーチェ号・エメラルディ号・オーロアドーネ号・キアナポラリス号・
キタノポケット号・キッチンドリンカー号・キューティーカノン号・グラフェン号・ゲンパチビーム号・
サクヤコノハナ号・シセイニシキ号・シュライクス号・ナムラサバイバー号・ハーツシンフォニー号・
ファインアイリス号・フローラルキスミー号・ホウオウエンジェル号・マイネルエルガー号・ラインシュプール号・
ランジョウ号・ルージュカプリス号・レジュノア号・ワイアヴィー号

※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。



00079 1月19日 晴 稍重 （2中山1） 第7日 第7競走 ��
��1，800�4歳以上1勝クラス

発走13時30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

713 マックスアン 牡4栗 56 O．マーフィー TURFレーシング 大和田 成 新冠 村上 欽哉 470＋ 21：54．9 2．3�
（英）

46 � デ ス ト ロ イ 牡6栗 57 M．デムーロ諸岡 慶氏 高橋 裕 日高 藤本 直弘 B516± 0 〃 ハナ 6．3�
59 ゴールドスミス 	6黒鹿57 大野 拓弥ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 524＋ 21：55．53
 5．1�
34 � ク ロ ヒ ョ ウ 牡4青鹿56 柴田 善臣河内 孝夫氏 小西 一男 日高 坂 牧場 486－ 5 〃 クビ 91．9�
814 ビービーデフィ 	5黒鹿57 酒井 学�坂東牧場 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 502＋ 21：55．6
 36．6�
47 � エフォートラン 牡5黒鹿57 木幡 巧也岡村 善行氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 B496＋ 61：55．7クビ 31．4	
815 アララトテソーロ 牡4栗 56 武藤 雅了德寺健二ホール

ディングス
 和田 雄二 浦河 笹島 政信 486－ 2 〃 クビ 272．2�
58 ユキノヴェルデ 牡4鹿 56 北村 宏司井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 508－ 81：56．01
 21．3�
712 アドマイヤヒビキ 牡5黒鹿57 F．ミナリク近藤 旬子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 568＋ 8 〃 クビ 18．3

（独）

611 ベルクカッツェ 牡5青鹿 57
56 ☆野中悠太郎田頭 勇貴氏 根本 康広 新ひだか 水丸牧場 488＋ 61：56．1クビ 178．9�

22 トラストシンゲン 牡4栗 56
55 ☆菊沢 一樹菅波 雅巳氏 高木 登 新冠 村上 欽哉 506－ 41：56．73
 366．2�

610�� ドーバーテソーロ 牡4黒鹿56 江田 照男了德寺健二ホール
ディングス
 奥平 雅士 米 Chadds Ford

Stable, LLC 490－ 41：56．91� 7．1�
35 ナ ム ラ ブ ル 牡4鹿 56 横山 典弘奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 森 政巳 478＋ 61：57．22 25．9�
23 � タ ピ ゾ ー 牡6芦 57 田辺 裕信大塚 亮一氏 菊川 正達 米 Mike G.

Rutherford B504＋121：57．3
 10．0�
11 ボーイズオブサマー 牡4栗 56 内田 博幸 
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± 01：58．04 155．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 50，399，300円 複勝： 65，054，700円 枠連： 18，478，100円
馬連： 96，005，300円 馬単： 44，277，600円 ワイド： 70，905，900円
3連複： 126，755，700円 3連単： 160，400，100円 計： 632，276，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 150円 � 150円 枠 連（4－7） 490円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 240円 �� 270円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，140円 3 連 単 ��� 3，930円

票 数

単勝票数 計 503993 的中 � 173967（1番人気）
複勝票数 計 650547 的中 � 172206（1番人気）� 100480（3番人気）� 102081（2番人気）
枠連票数 計 184781 的中 （4－7） 29087（1番人気）
馬連票数 計 960053 的中 �� 116718（1番人気）
馬単票数 計 442776 的中 �� 33468（1番人気）
ワイド票数 計 709059 的中 �� 83658（1番人気）�� 68126（2番人気）�� 25679（5番人気）
3連複票数 計1267557 的中 ��� 82975（1番人気）
3連単票数 計1604001 的中 ��� 29538（1番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．5―12．9―12．8―13．0―13．2―12．9―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．6―49．5―1：02．3―1：15．3―1：28．5―1：41．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マックスアン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 El Corredor デビュー 2018．9．23 中山6着

2016．3．16生 牡4栗 母 ツクバエルドラド 母母 ファーストバイオリン 13戦2勝 賞金 29，750，000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。

00080 1月19日 晴 稍重 （2中山1） 第7日 第8競走 ��
��1，200�4歳以上2勝クラス

発走14時00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

713 ハ ル サ カ エ 牝4鹿 54 O．マーフィー 齊藤 栄一氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 500± 01：11．5 3．9�
（英）

712 ア ポ ロ ビ ビ 牡4栗 56 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 日高 春木ファーム 472＋ 8 〃 クビ 6．2�
59 イナズママンボ 牝6鹿 55 石川裕紀人小泉 賢悟氏 高柳 大輔 日高 高柳 隆男 B470± 01：11．6クビ 26．2�
35 トウカイパシオン 牝5青 55 江田 照男内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 446± 0 〃 クビ 3．9�
58 サニーストーム 牝4青鹿54 C．ルメール 陳 立文氏 加藤 征弘 新ひだか 土田農場 448－ 21：11．7� 9．6�
11 ミ ス パ イ ロ 牝6黒鹿55 石橋 脩村田 哲朗氏 小野 次郎 日高 戸川牧場 490－ 21：11．91	 11．0�
23 
 カ バ ト ッ ト �7栗 57 田中 勝春冨士井直哉氏 森 秀行 米 Tim Thornton 490＋ 41：12．0クビ 103．3	
34 � エタニティーワルツ 牡7黒鹿57 丸山 元気村島 昭男氏 大和田 成 新ひだか 及川 幸夫 B498± 01：12．1 29．9

47 アロハブリーズ 牝4栗 54 松岡 正海�木村牧場 鹿戸 雄一 日高 木村牧場 472＋ 61：12．31 11．8�
815 ト ッ カ ー タ 牡5黒鹿57 武藤 雅門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか フジワラフアーム 488－ 81：12．61� 94．8
814 カモンスプリング 牡4鹿 56 松山 弘平石川 博氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 502＋ 41：12．81� 31．4�
46 フォーティプリンス 牡6栗 57

56 ☆野中悠太郎ホースアディクト小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 484＋ 21：13．01 358．0�
611 イチゴミルフィーユ 牝4鹿 54 伊藤 工真保坂 和孝氏 林 徹 浦河 林 孝輝 452＋ 8 〃 クビ 8．0�
610� クリップスプリンガ 牡6鹿 57 田辺 裕信山下 良子氏 岩戸 孝樹 新冠 ヤマタケ牧場 458＋ 41：13．1� 19．2�
22 スリーミニオン 牡5栗 57

55 △木幡 育也永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 B480＋ 41：13．84 250．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 52，184，100円 複勝： 85，061，900円 枠連： 26，936，000円
馬連： 123，642，700円 馬単： 49，198，800円 ワイド： 94，541，400円
3連複： 172，871，500円 3連単： 196，667，600円 計： 801，104，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 180円 � 220円 � 480円 枠 連（7－7） 1，530円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，420円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，390円 �� 2，440円

3 連 複 ��� 10，660円 3 連 単 ��� 42，120円

票 数

単勝票数 計 521841 的中 � 104866（2番人気）
複勝票数 計 850619 的中 � 141385（2番人気）� 101800（3番人気）� 37454（9番人気）
枠連票数 計 269360 的中 （7－7） 13581（7番人気）
馬連票数 計1236427 的中 �� 76276（2番人気）
馬単票数 計 491988 的中 �� 15227（3番人気）
ワイド票数 計 945414 的中 �� 53625（2番人気）�� 16945（17番人気）�� 9437（37番人気）
3連複票数 計1728715 的中 ��� 12156（38番人気）
3連単票数 計1966676 的中 ��� 3385（139番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．7―12．2―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．8―47．0―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハ ル サ カ エ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2018．9．15 中山1着

2016．1．31生 牝4鹿 母 タピルージュ 母母 ネ ガ ノ 7戦3勝 賞金 28，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※出走取消馬 ナリノメジャー号（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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ピナクルズ号・ミッキーハイド号
（非抽選馬） 1頭 ホノカ号
※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。



00081 1月19日 晴 稍重 （2中山1） 第7日 第9競走 ��
��1，800�

は つ ふ じ

初富士ステークス
発走14時35分 （芝・右）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下），31．1．12以降2．1．13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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

22 プレシャスブルー 牡6鹿 56 石川裕紀人石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 448＋141：49．4 17．2�
44 � トーセンスーリヤ 牡5栗 55 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 486＋ 61：49．5� 7．1�
68 ハナズレジェンド 牡7栗 56 O．マーフィー 広尾レース� 矢作 芳人 浦河 カナイシスタッド 462＋ 4 〃 アタマ 6．8�

（英）

812 ウインガナドル 牡6黒鹿54 津村 明秀�ウイン 上原 博之 新冠 新冠橋本牧場 470± 01：49．71	 14．7�
56 チャンピオンルパン 牡9鹿 55 和田 竜二坪野谷和平氏 勢司 和浩 新冠 榊原 光子 514± 0 〃 クビ 39．4	
11 イ ェ ッ ツ ト 牡5鹿 56 M．デムーロ近藤 英子氏 金成 貴史 浦河 辻 牧場 482＋ 4 〃 ハナ 2．0

33 シャイントレイル 牝6芦 52 F．ミナリク �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 452－ 4 〃 ハナ 19．8�

（独）

710 スモークフリー 牡8芦 53 武藤 雅 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 542＋101：50．12� 233．0
67 テーオービクトリー 牝6鹿 52 北村 宏司小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 480± 0 〃 クビ 24．1�
79 ウインフェニックス 牡9鹿 55 松岡 正海�ウイン 奥平 雅士 平取 船越 伸也 B490＋ 21：50．41
 62．0�
811 レッドイグニス �7黒鹿57 C．ルメール �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 472± 01：50．71
 4．8�
55 メイショウフェイク 牡8鹿 55 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 506－ 41：51．12� 202．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 66，186，200円 複勝： 93，393，800円 枠連： 26，557，600円
馬連： 141，092，300円 馬単： 64，270，800円 ワイド： 98，765，900円
3連複： 197，547，700円 3連単： 272，816，900円 計： 960，631，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，720円 複 勝 � 320円 � 220円 � 220円 枠 連（2－4） 4，900円

馬 連 �� 3，800円 馬 単 �� 9，630円

ワ イ ド �� 980円 �� 1，210円 �� 750円

3 連 複 ��� 8，530円 3 連 単 ��� 68，440円

票 数

単勝票数 計 661862 的中 � 30702（6番人気）
複勝票数 計 933938 的中 � 68629（5番人気）� 114190（3番人気）� 113750（4番人気）
枠連票数 計 265576 的中 （2－4） 4193（17番人気）
馬連票数 計1410923 的中 �� 28714（13番人気）
馬単票数 計 642708 的中 �� 5003（36番人気）
ワイド票数 計 987659 的中 �� 25854（11番人気）�� 20608（14番人気）�� 34500（8番人気）
3連複票数 計1975477 的中 ��� 17366（30番人気）
3連単票数 計2728169 的中 ��� 2890（215番人気）

ハロンタイム 12．5―12．7―12．3―12．7―12．1―12．3―11．8―11．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―25．2―37．5―50．2―1：02．3―1：14．6―1：26．4―1：37．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F34．8
1
3
12，4，9（1，6）5（2，11）3，7，10，8
12，4，9（1，6）5，2（3，11）（8，7）10

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

勝馬の
紹 介

プレシャスブルー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー 2016．10．29 東京3着

2014．2．24生 牡6鹿 母 オンワードミシェル 母母 オンワードウッド 29戦5勝 賞金 88，120，000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。

00082 1月19日 晴 稍重 （2中山1） 第7日 第10競走 ��
��1，200�ジャニュアリーステークス

発走15時10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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

713 ヨ シ オ 牡7鹿 56 松山 弘平岩見 裕輔氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 490＋ 41：10．3 22．0�

11 ハ ッ ト ラ ブ 牝6鹿 54 菊沢 一樹服部 邦繁氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 486－ 21：10．4	 39．2�
24 シ ュ ウ ジ 牡7鹿 59 O．マーフィー 安原 浩司氏 須貝 尚介 日高 浜本牧場 508＋ 21：10．61 6．0�

（英）

59 ハングリーベン 牡6鹿 56 内田 博幸石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 樋渡 志尚 B448＋ 2 〃 クビ 30．4�
48 レッドアネラ 牝5鹿 54 C．ルメール �東京ホースレーシング 加藤 征弘 平取 坂東牧場 494± 0 〃 ハナ 1．8�
815 ヒ ザ ク リ ゲ 牝5栗 54 F．ミナリク手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 日高 出口牧場 434－ 41：10．7クビ 25．3	

（独）

35 ド リ ュ ウ 牡5栗 56 M．デムーロ
ミルファーム 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 452± 01：10．8
 8．6�
47 アシャカダイキ 牝6鹿 54 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 安平 ノーザンファーム 504＋ 51：10．9	 36．6�
611� リョーノテソーロ 牡5鹿 56 田辺 裕信了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 米 Highland
Yard, LLC B502－ 2 〃 クビ 59．1

816 オウケンビリーヴ 牝7芦 56 横山 典弘福井 明氏 和田 勇介 安平 ノーザンファーム 500＋14 〃 ハナ 25．6�
36 エ ポ ッ ク 牡7黒鹿56 酒井 学吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 518± 01：11．11� 40．0�
510 ブラックジョー 7青鹿56 北村 宏司山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 458－101：11．2
 197．4�
612� オールドベイリー 6黒鹿57 中井 裕二ゴドルフィン 中内田充正 米 Elm Tree

Farm, LLC 468＋ 61：11．3
 59．2�
714 クイーンズテソーロ 牝5栗 54 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 前谷 武志 464＋ 6 〃 クビ 66．9�
23 クリノケンリュウ 牡6栗 56 A．シュタルケ 栗本 博晴氏 藤沢 則雄 浦河 バンブー牧場 508± 01：11．83 8．0�

（独）

12 アンフィトリテ 牝5鹿 54 丸山 元気 
キャロットファーム 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 494＋ 41：12．22
 45．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 81，045，600円 複勝： 107，024，400円 枠連： 46，901，200円
馬連： 195，468，800円 馬単： 90，578，300円 ワイド： 133，260，400円
3連複： 289，215，000円 3連単： 401，992，000円 計： 1，345，485，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，200円 複 勝 � 420円 � 910円 � 230円 枠 連（1－7） 12，140円

馬 連 �� 48，070円 馬 単 �� 121，520円

ワ イ ド �� 9，920円 �� 1，520円 �� 2，420円

3 連 複 ��� 73，030円 3 連 単 ��� 768，980円

票 数

単勝票数 計 810456 的中 � 29400（5番人気）
複勝票数 計1070244 的中 � 64177（5番人気）� 26528（11番人気）� 144246（2番人気）
枠連票数 計 469012 的中 （1－7） 2993（27番人気）
馬連票数 計1954688 的中 �� 3151（76番人気）
馬単票数 計 905783 的中 �� 559（175番人気）
ワイド票数 計1332604 的中 �� 3389（76番人気）�� 23106（13番人気）�� 14244（23番人気）
3連複票数 計2892150 的中 ��� 2970（175番人気）
3連単票数 計4019920 的中 ��� 379（1340番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．1―11．7―11．8―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．7―45．4―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヨ シ オ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ケイムホーム デビュー 2015．7．18 函館8着

2013．5．9生 牡7鹿 母 フローラルホーム 母母 タイキフローラ 57戦6勝 賞金 142，003，000円
［他本会外：2戦0勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ウインオスカー号
（非抽選馬） 5頭 エンジニア号・ジャスパープリンス号・タガノアム号・ニットウスバル号・メイショウカズヒメ号
※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



00083 1月19日 晴 稍重 （2中山1） 第7日 第11競走 ��
��2，000�第60回京 成 杯（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
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1，800万
円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

京成電鉄株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 455，000円 130，000円 65，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

11 クリスタルブラック 牡3黒鹿56 吉田 豊岡田 勇氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 476＋ 42：02．1 20．9�
812 スカイグルーヴ 牝3栗 54 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 444＋ 42：02．2	 2．1�
67 ディアスティマ 牡3青鹿56 A．シュタルケ �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 480± 02：02．62	 13．0�

（独）

710 ビターエンダー 牡3鹿 56 津村 明秀 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 新ひだか 桜井牧場 470＋12 〃 クビ 8．3�

55 キングオブドラゴン 牡3黒鹿56 田辺 裕信窪田 芳郎氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 498± 02：02．81	 30．8	
22 リメンバーメモリー 牡3鹿 56 大野 拓弥前田 晋二氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 466± 02：02．9クビ 92．2

44 ロールオブサンダー 牡3栗 56 松山 弘平桑畑 �信氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 506± 02：03．0	 8．8�
811 ヴィアメント 牡3栗 56 M．デムーロ �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 488＋ 62：03．32 35．5
56 ゼノヴァース 牡3鹿 56 O．マーフィー �フクキタル 藤沢 和雄 新冠 パカパカ

ファーム 450－122：03．5
 6．0�
（英）

68 ヒ ュ ッ ゲ 牡3栗 56 和田 竜二金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 464－ 82：03．82 5．6�

79 キムケンドリーム 牝3鹿 54 石橋 脩木村 永浩氏 西村 真幸 浦河 鎌田 正嗣 436－122：03．9	 67．5�
33 チュウワジョーダン 牡3黒鹿56 丸山 元気中西 忍氏 林 徹 日高 若林 順一 458＋142：05．8大差 295．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 317，444，100円 複勝： 322，947，100円 枠連： 122，559，300円 馬連： 852，478，100円 馬単： 323，115，200円
ワイド： 404，848，900円 3連複： 1，190，562，900円 3連単： 1，914，977，800円 5重勝： 609，002，100円 計： 6，057，935，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，090円 複 勝 � 410円 � 150円 � 320円 枠 連（1－8） 2，220円

馬 連 �� 2，760円 馬 単 �� 8，220円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 2，560円 �� 760円

3 連 複 ��� 8，480円 3 連 単 ��� 66，090円

5 重 勝
対象競走：京都10R／中山10R／小倉11R／京都11R／中山11R

キャリーオーバー なし����� 17，052，050円

票 数

単勝票数 計3174441 的中 � 121126（7番人気）
複勝票数 計3229471 的中 � 167155（7番人気）� 753648（1番人気）� 229809（6番人気）
枠連票数 計1225593 的中 （1－8） 42600（10番人気）
馬連票数 計8524781 的中 �� 253202（12番人気）
馬単票数 計3231152 的中 �� 29466（34番人気）
ワイド票数 計4048489 的中 �� 105273（13番人気）�� 39143（31番人気）�� 140800（9番人気）
3連複票数 計11905629 的中 ��� 105227（33番人気）
3連単票数 計19149778 的中 ��� 21006（242番人気）
5重勝票数 計6090021 的中 ����� 25

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．0―37．0―49．0―1：01．5―1：13．7―1：25．9―1：37．7―1：49．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリスタルブラック �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2019．12．15 中山1着

2017．4．25生 牡3黒鹿 母 アッシュケーク 母母 ケイアイグローリー 2戦2勝 賞金 45，455，000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。

00084 1月19日 晴 稍重 （2中山1） 第7日 第12競走 ��
��1，200�4歳以上2勝クラス

発走16時20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

612 タマモメイトウ 牡4黒鹿56 C．ルメールタマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 486＋ 21：09．8 8．2�
35 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 456＋ 4 〃 アタマ 7．3�
714 オジョーノキセキ 牝5鹿 55 北村 宏司前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 512± 0 〃 ハナ 11．5�
59 ショウナンバニラ 牝4鹿 54 吉田 豊�湘南 武市 康男 日高 中原牧場 434＋161：09．9� 51．3�
815 キ タ イ 牝4鹿 54 田辺 裕信西村 憲人氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 508－ 6 〃 ハナ 11．9	
47 レッドルチア 牝6黒鹿55 O．マーフィー �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 426－ 21：10．11	 6．2


（英）

23 スイートセント 牝4鹿 54 丸山 元気 �シルクレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 438＋ 4 〃 アタマ 5．4�
611
 ライバーバード 牡6芦 57 石橋 脩馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Marablue

Farm, LLC B512＋ 4 〃 クビ 43．3�
713 ド ウ デ ィ 牡6鹿 57 柴田 善臣 e馬主組合 小野 次郎 新冠 松浦牧場 494＋16 〃 アタマ 160．4
11 ペイシャドリーム 牝4鹿 54 的場 勇人北所 直人氏 高橋 義博 新冠 ラツキー牧場 456－ 21：10．2� 5．9�
510 ハイヤーアプシス 牝6黒鹿55 F．ミナリク吉田 晴哉氏 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 438± 0 〃 アタマ 6．7�

（独）

816 タイキラトナンジュ 牡8鹿 57
55 △木幡 育也�大樹ファーム 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 466± 01：10．3クビ 168．2�
24 ウインハートビート 牡7栗 57 横山 典弘�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 500± 01：10．4� 93．6�
48 ア ー ヒ ラ 牝5芦 55 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 448± 0 〃 ハナ 322．1�
12 ア ゴ ベ イ 牝4鹿 54 和田 竜二ゴドルフィン 尾関 知人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446＋ 21：10．5� 14．7�
36 リンシャンカイホウ 牡5鹿 57 松岡 正海�三嶋牧場 田中 剛 新冠 パカパカ

ファーム 456＋10 〃 ハナ 40．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 121，110，800円 複勝： 163，541，400円 枠連： 52，694，800円
馬連： 255，370，200円 馬単： 93，935，700円 ワイド： 178，975，300円
3連複： 373，920，200円 3連単： 458，902，900円 計： 1，698，451，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 320円 � 260円 � 310円 枠 連（3－6） 3，060円

馬 連 �� 3，910円 馬 単 �� 7，140円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 1，330円 �� 1，990円

3 連 複 ��� 14，230円 3 連 単 ��� 76，810円

票 数

単勝票数 計1211108 的中 � 117656（6番人気）
複勝票数 計1635414 的中 � 128958（7番人気）� 169856（5番人気）� 134248（6番人気）
枠連票数 計 526948 的中 （3－6） 13328（17番人気）
馬連票数 計2553702 的中 �� 50584（19番人気）
馬単票数 計 939357 的中 �� 9861（32番人気）
ワイド票数 計1789753 的中 �� 32966（20番人気）�� 35002（16番人気）�� 22871（33番人気）
3連複票数 計3739202 的中 ��� 19706（64番人気）
3連単票数 計4589029 的中 ��� 4331（352番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―11．2―11．7―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．6―33．8―45．5―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F36．0
3 15（1，5）（2，6）（7，8）（3，11）12（4，13）16，14（9，10） 4 15，5（1，6）（2，7）－8（3，11，12）（4，13）（14，16）（9，10）

勝馬の
紹 介

タマモメイトウ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 メジロライアン デビュー 2018．8．12 小倉2着

2016．3．25生 牡4黒鹿 母 チャームアンサー 母母 アンサーミー 17戦3勝 賞金 37，310，000円
〔発走状況〕 ヴェルスパー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 アーヒラ号の騎手岩部純二は，3コーナー通過後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ビヨンジオール号・ピースユニヴァース号・ムスコローソ号
※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。

５レース目



（2中山1）第7日 1月19日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重
稍重

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

268，730，000円
3，020，000円
31，260，000円
1，510，000円
32，750，000円
75，358，000円
5，181，500円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
933，303，800円
1，204，915，800円
404，087，600円
2，099，173，600円
880，236，300円
1，328，034，700円
2，974，948，200円
4，180，258，800円
609，002，100円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 14，613，960，900円

総入場人員 24，932名 （有料入場人員 22，684名）
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