
3309712月28日 晴 良 （1中山5） 第9日 第1競走 ��1，200�2歳未勝利
発走9時50分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．2
1：10．2

不良
不良

612 ヤマタケクララ 牝2黒鹿 54
51 ▲菅原 明良山中 佳代氏 矢野 英一 新ひだか 松本牧場 462＋ 21：12．7 4．0�

11 ク サ ヒ バ リ 牝2黒鹿54 福永 祐一�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 438＋ 21：13．12� 8．8�

714 サンキーウエスト 牝2青鹿54 岩部 純二 �加藤ステーブル 萱野 浩二 日高 株式会社
ケイズ 436＋ 8 〃 クビ 13．6�

815 リアンフィーユ 牝2黒鹿 54
52 △斎藤 新 �CHEVAL AT-

TACHE 斎藤 誠 新ひだか 前田ファーム 454＋ 21：13．31 7．8�
23 ペルシャンジュエル 牝2鹿 54

51 ▲藤田菜七子深澤 朝房氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 438＋ 61：13．4� 4．1	
47 スピードオブラブ 牝2鹿 54 北村 宏司石井 義人氏 中川 公成 青森 ワールドファーム 438± 01：13．71� 4．0

510 レ ヴ ィ 牝2鹿 54

52 △岩田 望来松谷 翔太氏 林 徹 千歳 社台ファーム 454＋121：13．91� 91．4�
35 ユメミルユメコ 牝2芦 54 大野 拓弥�ミルファーム 南田美知雄 浦河 荻伏三好フ

アーム 426－ 41：14．53� 30．9
24 セレナアンバー 牝2鹿 54 柴田 大知島川 利子氏 林 徹 千歳 社台ファーム 464± 01：14．71� 408．6�
12 エリナイトニケ 牝2鹿 54 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 416± 0 〃 アタマ 14．4�
713 アポロファルコン 牝2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 B504－ 41：15．01� 316．0�
48 カテドラルロック 牝2栗 54

51 ▲山田 敬士ライオンレースホース� 石毛 善彦 浦河 浦河日成牧場 412± 01：15．21� 275．6�
36 ジャポネスク 牝2黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 高橋 祥泰 新冠 石郷岡 雅樹 410－101：15．3クビ 184．2�
59 リ ン ピ オ 牝2鹿 54 江田 照男ディアレストクラブ� 清水 英克 新冠 中地 義次 422＋ 6 〃 クビ 171．7�
816 ヤ マ ヒ ビ キ 牝2黒鹿54 丸田 恭介江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 476＋ 81：15．61� 276．6�
611 ウ メ ノ ハ ナ 牝2黒鹿54 武藤 雅梅村 浩氏 小島 茂之 新ひだか 藤沢牧場 442＋121：16．45 261．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，854，900円 複勝： 64，924，700円 枠連： 16，333，100円
馬連： 90，133，000円 馬単： 44，309，300円 ワイド： 65，308，900円
3連複： 138，422，900円 3連単： 163，391，900円 計： 626，678，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 140円 � 240円 � 260円 枠 連（1－6） 1，130円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 590円 �� 570円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 5，140円 3 連 単 ��� 22，470円

票 数

単勝票数 計 438549 的中 � 90184（2番人気）
複勝票数 計 649247 的中 � 151091（1番人気）� 62756（4番人気）� 53874（6番人気）
枠連票数 計 163331 的中 （1－6） 11521（6番人気）
馬連票数 計 901330 的中 �� 49496（4番人気）
馬単票数 計 443093 的中 �� 13552（8番人気）
ワイド票数 計 653089 的中 �� 30333（7番人気）�� 31553（5番人気）�� 10533（20番人気）
3連複票数 計1384229 的中 ��� 21512（18番人気）
3連単票数 計1633919 的中 ��� 5817（76番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．6―12．4―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．5―46．9―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマタケクララ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2019．12．1 中山3着

2017．3．17生 牝2黒鹿 母 ケージーハッピー 母母 ナポレオンオオミネ 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔騎手変更〕 ウメノハナ号の騎手野中悠太郎は，病気のため武藤雅に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ラブカワールド号

3309812月28日 晴 良 （1中山5） 第9日 第2競走 ��
��1，800�2歳未勝利

発走10時20分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：52．7
1：50．9

良
不良

714 ワセダウォリアー 牡2黒鹿55 M．デムーロ大冨 智弘氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 466＋ 61：55．5 23．5�
36 ニーズヘッグ 牝2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± 01：56．45 4．1�
24 ギャラクシーソウル 牝2芦 54

52 △斎藤 新吉田 安惠氏 斎藤 誠 安平 追分ファーム 442＋ 41：57．25 2．9�
23 ヤマノマタカ 牡2鹿 55 石川裕紀人澤村 敏雄氏 相沢 郁 浦河 大北牧場 466＋ 81：57．51� 75．3�
815 ビートザウイングス 牡2栗 55 C．ルメール �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム B492± 01：57．6� 7．0	
612 ブロンテビーチ 牡2栗 55

54 ☆西村 淳也�フクキタル 加藤 征弘 新冠 パカパカ
ファーム 512＋221：58．55 55．0


11 カ ピ テ ル 牡2黒鹿55 丸田 恭介ディアレストクラブ� 宗像 義忠 浦河 加藤 重治 490± 01：58．6クビ 57．1�
611 リョウランハート 牡2栗 55 菅原 隆一佐藤 啓子氏 小野 次郎 新冠 高瀬 敦 458＋141：59．02� 282．9�
48 ニシノストロング 牡2栗 55 北村 宏司西山 茂行氏 小島 茂之 新冠 村上 欽哉 496± 01：59．95 273．2
59 ミヤビキング 牡2鹿 55 田辺 裕信村上 義勝氏 小島 茂之 新ひだか 静内白井牧場 526－ 22：00．0クビ 36．8�
713 ケイツーポンド 牡2黒鹿55 津村 明秀楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新ひだか 中田 英樹 B464－ 62：00．1� 33．8�
47 ジャジャウマ 牝2青鹿 54

52 △木幡 育也新井原 博氏 深山 雅史 新冠 川上牧場 408－122：00．84 312．8�
816 レイニーウェイ 牡2鹿 55 大野 拓弥鈴木 邦英氏 田島 俊明 浦河 横山 浩司 452＋ 42：01．11� 29．6�
510 ク ロ ス キ ー 牡2鹿 55 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 B512－ 82：02．27 4．4�

（英）

35 ベルジルウェット 牝2黒鹿54 江田 照男 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 富菜牧場 480＋162：05．4大差 19．7�

（15頭）
12 	 グーガルドリームズ 牡2黒鹿 55

52 ▲菅原 明良藤田 在子氏 伊藤 伸一 米 Nagako
Fujita 498＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 45，313，300円 複勝： 63，972，600円 枠連： 19，283，300円
馬連： 66，740，600円 馬単： 30，726，700円 ワイド： 53，908，600円
3連複： 83，173，100円 3連単： 87，081，400円 計： 450，199，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，350円 複 勝 � 500円 � 140円 � 130円 枠 連（3－7） 2，870円

馬 連 �� 5，870円 馬 単 �� 12，840円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 1，410円 �� 260円

3 連 複 ��� 4，280円 3 連 単 ��� 53，790円

票 数

単勝票数 差引計 453133（返還計 59670） 的中 � 16319（6番人気）
複勝票数 差引計 639726（返還計107514） 的中 � 20061（9番人気）� 140330（2番人気）� 161010（1番人気）
枠連票数 差引計 192833（返還計 1441） 的中 （3－7） 5361（13番人気）
馬連票数 差引計 667406（返還計235681） 的中 �� 9086（20番人気）
馬単票数 差引計 307267（返還計111073） 的中 �� 1914（38番人気）
ワイド票数 差引計 539086（返還計177098） 的中 �� 7878（20番人気）�� 9137（17番人気）�� 65614（1番人気）
3連複票数 差引計 831731（返還計521969） 的中 ��� 15546（9番人気）
3連単票数 差引計 870814（返還計577583） 的中 ��� 1295（158番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．8―37．6―50．7―1：03．7―1：16．2―1：29．3―1：42．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．3
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ワセダウォリアー �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2019．6．29 福島5着

2017．2．11生 牡2黒鹿 母 スリールドランジュ 母母 アドマイヤハッピー 4戦1勝 賞金 5，700，000円
〔発走状況・騎手変更〕 グーガルドリームズ号の騎手蛯名正義は，馬場入場後に落馬。検査のため菅原明良に変更。検量及び装

鞍のやり直しのため発走時刻10分遅延。
〔競走除外〕 グーガルドリームズ号は，発走地点で放馬。疲労が著しいため競走除外。発走時刻11分遅延。
〔その他〕 ベルジルウェット号は，1コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジャジャウマ号・レイニーウェイ号・クロスキー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

令和2年1月28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。
（非抽選馬） 4頭 サンタラハシー号・ドリームロマン号・ビオロンスコッツ号・マイネルイリャルギ号
※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５回 中山競馬 第９日
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気



3309912月28日 晴 良 （1中山5） 第9日 第3競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10時50分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．2
1：10．2

不良
不良

713 コパノライダー 牡2青鹿 55
53 △斎藤 新小林 照弘氏 斎藤 誠 新ひだか へいはた牧場 450＋ 21：12．6 6．1�

23 ニーケススマイル 牡2鹿 55
53 △岩田 望来�高橋ファーム 蛯名 利弘 浦河 大北牧場 460－ 41：12．7� 71．2�

714 サンドストーム 牡2黒鹿 55
52 ▲菅原 明良古賀 慎一氏 尾形 和幸 新ひだか 漆原 武男 432＋ 61：12．91� 9．2�

47 エターナルダイヤ 牡2栗 55 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 460－ 2 〃 クビ 2．1�
12 スリーハーバー 牡2栗 55

53 △木幡 育也永井商事� 柄崎 孝 厚真 阿部 栄乃進 498＋ 21：13．21� 16．5	
611 トーセンリミテッド 牡2青鹿55 柴田 大知島川 
哉氏 深山 雅史 日高 有限会社 エ

スティファーム 518＋ 21：13．52 11．7�
816 アンブローニュ 牡2鹿 55 北村 宏司 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド 492＋141：13．71� 32．3�
11 シャランドール 牝2青鹿54 丸山 元気湊 義明氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 460＋ 21：14．01� 38．9
815 ショウナンアサヤケ 牡2鹿 55 池添 謙一国本 哲秀氏 武市 康男 日高 中原牧場 498－ 21：14．21� 6．4�
59 ランテーナモア 牝2鹿 54 三浦 皇成ディアレストクラブ� 新開 幸一 新冠 ムラカミファーム 424－ 21：14．3� 16．0�
510 ガ ッ ツ 牡2鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 新ひだか 岡田スタツド B486＋101：14．61� 230．6�
36 ユーアーマイソウル 牡2鹿 55 嘉藤 貴行�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 484＋101：14．7� 469．3�
24 ボンテンマル 牡2鹿 55 丹内 祐次高橋 文男氏 尾形 和幸 新ひだか 前田ファーム 444＋101：15．33� 242．1�
35 ファーステストクー 牝2青鹿54 丸田 恭介荒井 城志氏 南田美知雄 浦河 中村 雅明 466＋ 21：15．72� 348．5�
612 ハッピーナイン 牝2青鹿 54

51 ▲山田 敬士本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 442＋121：17．9大差 723．8�
48 アークウェザー 牡2青 55

52 ▲藤田菜七子成瀬 篤司氏 的場 均 青森 町屋 勝幸 434＋201：20．5大差 105．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 56，548，900円 複勝： 70，997，000円 枠連： 20，252，800円
馬連： 89，859，700円 馬単： 49，056，200円 ワイド： 69，706，100円
3連複： 135，224，200円 3連単： 173，488，800円 計： 665，133，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 240円 � 1，070円 � 240円 枠 連（2－7） 6，600円

馬 連 �� 16，160円 馬 単 �� 26，110円

ワ イ ド �� 3，860円 �� 690円 �� 5，160円

3 連 複 ��� 28，540円 3 連 単 ��� 181，660円

票 数

単勝票数 計 565489 的中 � 77094（2番人気）
複勝票数 計 709970 的中 � 83041（3番人気）� 14119（10番人気）� 83596（2番人気）
枠連票数 計 202528 的中 （2－7） 2454（17番人気）
馬連票数 計 898597 的中 �� 4447（33番人気）
馬単票数 計 490562 的中 �� 1503（55番人気）
ワイド票数 計 697061 的中 �� 4658（32番人気）�� 28532（7番人気）�� 3466（37番人気）
3連複票数 計1352242 的中 ��� 3790（64番人気）
3連単票数 計1734888 的中 ��� 764（377番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．5―12．3―12．4―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．3―46．6―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コパノライダー �
�
父 ラブイズブーシェ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2019．7．6 中京5着

2017．4．7生 牡2青鹿 母 ルーシーイズマイン 母母 ラ イ カ ー ト 7戦1勝 賞金 8，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時05分に変更。
〔騎手変更〕 アンブローニュ号の騎手野中悠太郎は，病気のため北村宏司に変更。

ニーケススマイル号の騎手蛯名正義は，第2競走での落馬負傷のため岩田望来に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハッピーナイン号・アークウェザー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年1月

28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14頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）13頭 エコロウィング号・エスケイムーン号・カツノセヴンス号・クリアミッション号・サノノクヒオ号・ジョウハリ号・

トゥーヤング号・トモエタカ号・ミコキャビンクルー号・ヤマタケピースフル号・ヨシオドライヴ号・
ラシカルガイブ号・ロマンスピネル号

（非抽選馬） 1頭 スーシーホー号

3310012月28日 晴 良 （1中山5） 第9日 第4競走 ��
��1，800�2歳未勝利

発走11時20分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：46．4
1：44．5

良
良

816 ウインキートス 牝2黒鹿54 O．マーフィー �ウイン 宗像 義忠 新冠 コスモヴューファーム 448＋ 21：49．4 5．5�
（英）

815 ポーラーサン 牡2鹿 55 福永 祐一窪田 康志氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 466＋ 41：50．03� 15．6�
36 ルヴェルソー 牝2黒鹿54 大野 拓弥 �グリーンファーム田中 博康 千歳 社台ファーム 450－ 21：50．21 14．7�
612 ウインドジャマー 牡2鹿 55 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 苫小牧 藤澤 昭勝 490＋ 61：50．3� 6．1�
713 アイオープナー 牝2青 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 410－ 41：50．62 189．5�
11 バトーブラン 牝2芦 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 440＋ 21：50．91� 28．7	
48 エクスプレッサー 牡2鹿 55 石橋 脩 
キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：51．21� 2．1�
611 トーセンソワレ 牡2鹿 55

52 ▲山田 敬士島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 476＋ 4 〃 ハナ 121．8

510 ネオマティリアル 牡2鹿 55 石川裕紀人田村 彰夫氏 相沢 郁 日高 浜本牧場 468＋ 61：51．94 61．0�
35 テントゥワン 牡2芦 55 吉田 豊井山 登氏 竹内 正洋 浦河 田中スタッド 476± 01：52．0� 88．5�
12 ランナウェイ 牡2黒鹿55 北村 宏司 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 新冠 アサヒ牧場 462－ 2 〃 クビ 25．7�
23 トーセンヴォーグ 牡2鹿 55 武藤 雅島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 492＋261：53．06 451．0�
714 コ ル ニ リ ア 牡2鹿 55 嘉藤 貴行
ミルファーム 大和田 成 浦河 ミルファーム 440＋101：53．1� 318．2�
59 ファートゥア 牝2栗 54 三浦 皇成 
サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 470± 01：53．63 7．4�
24 コンチサエッタ 牡2鹿 55

54 ☆菊沢 一樹九十九章之氏 勢司 和浩 青森 有限会社
フォレブルー 472＋ 61：53．7� 431．5�

47 スキニチーノ 牝2鹿 54 杉原 誠人
ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 462± 01：54．23 531．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 64，956，700円 複勝： 96，527，600円 枠連： 23，581，600円
馬連： 98，184，800円 馬単： 53，656，200円 ワイド： 80，572，600円
3連複： 147，885，900円 3連単： 197，074，300円 計： 762，439，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 210円 � 460円 � 390円 枠 連（8－8） 4，240円

馬 連 �� 4，490円 馬 単 �� 7，360円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 1，050円 �� 2，950円

3 連 複 ��� 17，420円 3 連 単 ��� 85，080円

票 数

単勝票数 計 649567 的中 � 99324（2番人気）
複勝票数 計 965276 的中 � 140839（3番人気）� 48909（6番人気）� 61039（5番人気）
枠連票数 計 235816 的中 （8－8） 4446（15番人気）
馬連票数 計 981848 的中 �� 17477（13番人気）
馬単票数 計 536562 的中 �� 5832（23番人気）
ワイド票数 計 805726 的中 �� 19157（12番人気）�� 20738（11番人気）�� 7027（27番人気）
3連複票数 計1478859 的中 ��� 6789（45番人気）
3連単票数 計1970743 的中 ��� 1853（214番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―36．1―48．0―59．7―1：11．8―1：24．3―1：36．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインキートス �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2019．11．16 東京3着

2017．5．4生 牝2黒鹿 母 イクスキューズ 母母 クリスティキャット 3戦1勝 賞金 8，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時30分に変更。
〔騎手変更〕 トーセンソワレ号の騎手野中悠太郎は，病気のため山田敬士に変更。
〔その他〕 エクスプレッサー号は，最後の直線コースで内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ファートゥア号・コンチサエッタ号・スキニチーノ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

令和2年1月28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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 アルディエンテ号・カドフィール号・サンヘイワード号・ベルブション号・ミスターサンライズ号・メガフロート号・

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。



3310112月28日 晴 良 （1中山5） 第9日 第5競走 ��
��2，000�2歳新馬

発走12時10分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．9
1：58．9

良
良

59 フォアシュピール 牡2黒鹿55 C．ルメール �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 466 ―2：04．4 1．4�
48 スプリッツァー 牡2栗 55

54 ☆菊沢 一樹古賀 禎彦氏 菊沢 隆徳 新冠 村上 欽哉 470 ―2：04．61� 32．9�
24 � ネイザンロード 牡2鹿 55 福永 祐一ゴドルフィン 木村 哲也 英 Dunchurch Lodge

Stud Company. 504 ―2：05．02	 18．5�
817 カランクール 牝2鹿 54 吉田 豊�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 480 ―2：05．31
 378．7�
12 プリマヴィスタ 牡2栗 55 坂井 瑠星加藤 裕司氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474 ―2：05．4	 5．3�
612 チャオコーリー 牝2鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 400 ―2：05．61	 327．7	
713 アイゼングラフ �2芦 55 江田 照男藤沼 利夫氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 442 ―2：05．91
 61．4

510 コスモカモミール 牡2黒鹿55 柴田 大知岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 日高 門別牧場 446 ― 〃 アタマ 128．4�
816 ココリミネルヴァ 牝2黒鹿54 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 酒井 秀紀 428 ―2：06．0
 219．1�
36 フェルマーテ 牝2青鹿54 武藤 雅G1レーシング 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476 ―2：06．1
 16．4�
715 イントゥザスカイ 牡2黒鹿55 津村 明秀山内 晃氏 和田正一郎 新ひだか 高橋フアーム 534 ―2：06．31� 43．1�
47 アルコンシチー 牡2鹿 55 石川裕紀人 友駿ホースクラブ 相沢 郁 日高 日高大洋牧場 460 ―2：06．51� 51．5�
35 キングフェーヴル 牝2栗 54

52 △岩田 望来廣崎利洋HD 青木 孝文 浦河 栄進牧場 446 ―2：06．6
 80．7�
23 ジンフラッシュ 牡2青鹿55 武士沢友治長谷川清英氏 小野 次郎 浦河 上山牧場 484 ―2：07．34 228．2�
818 ドミナシオン 牡2栗 55 M．デムーロ幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 492 ―2：07．51� 14．1�
11 バトルショータイム 牡2青 55 木幡 巧也宮川 秋信氏 牧 光二 浦河 岡本牧場 448 ―2：08．99 22．2�
611 グリーシアンギフト 牡2青鹿 55

52 ▲菅原 明良加藤 徹氏 青木 孝文 新冠 大狩部牧場 470 ―2：09．53	 324．4�
714 ミヤビラブコール 牝2鹿 54 内田 博幸村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 高橋 修 506 ―2：09．71	 260．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 58，615，400円 複勝： 108，152，900円 枠連： 25，942，500円
馬連： 86，145，300円 馬単： 60，097，200円 ワイド： 74，238，100円
3連複： 124，299，400円 3連単： 200，500，200円 計： 737，991，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 420円 � 280円 枠 連（4－5） 1，230円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 2，020円

ワ イ ド �� 700円 �� 510円 �� 3，340円

3 連 複 ��� 5，640円 3 連 単 ��� 17，240円

票 数

単勝票数 計 586154 的中 � 313168（1番人気）
複勝票数 計1081529 的中 � 645841（1番人気）� 28235（7番人気）� 46700（5番人気）
枠連票数 計 259425 的中 （4－5） 16773（5番人気）
馬連票数 計 861453 的中 �� 40202（6番人気）
馬単票数 計 600972 的中 �� 23785（7番人気）
ワイド票数 計 742381 的中 �� 28354（6番人気）�� 40836（4番人気）�� 5461（28番人気）
3連複票数 計1242994 的中 ��� 17631（17番人気）
3連単票数 計2005002 的中 ��� 9300（44番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．5―36．7―49．3―1：02．0―1：14．0―1：26．5―1：39．1―1：51．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F37．9
1
3

12，2，3，7（1，4）（10，11）5（8，16，18）－9，15（6，17）13－14
12－2（7，10）3，1－（4，8）－（5，11，18）9（16，15，17）（6，13）＝14

2
4

12，2－3，7，1，4（5，10，11）（8，18）（16，9）（15，17）（6，13）－14・（12，2）－8，10（4，9）（1，3，7）（5，18，17）15（6，13）－（16，11）＝14
勝馬の
紹 介

フォアシュピール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Concorde’s Tune 初出走

2017．5．13生 牡2黒鹿 母 ミュージカルロマンス 母母 Candlelightdinner 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 キングフェーヴル号の騎手野中悠太郎は，病気のため岩田望来に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 モーニングレイン号

3310212月28日 晴 良 （1中山5） 第9日 第6競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時40分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．2
1：10．2

不良
不良

11 ケイアイピハ 牡2栗 55 北村 宏司亀田 和弘氏 池上 昌和 新冠 新冠橋本牧場 446 ―1：13．1 9．2�
713 トリッチトラッチ 牝2芦 54 田辺 裕信ライオンレースホース� 伊藤 圭三 浦河 浦河日成牧場 428 ―1：13．63 4．7�
816 フィーユレヴーズ 牝2栗 54 岩田 康誠小田 吉男氏 斎藤 誠 日高 天羽 禮治 440 ―1：14．13 2．7�
48 アグネスクレバー 牝2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 414 ―1：14．74 16．3�
612 トーセンシーバス 牡2黒鹿55 宮崎 北斗島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 438 ―1：14．91� 5．6	
714 クリノピチカート 牡2鹿 55

52 ▲山田 敬士栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 中本牧場 460 ―1：15．0クビ 140．7

24 タイニーパワー 牡2芦 55 柴田 大知岡田 壮史氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 430 ― 〃 クビ 26．9�
47 ジーランディア 牝2鹿 54 丹内 祐次手嶋 康雄氏 尾形 和幸 浦河 村下農場 498 ―1：15．1クビ 68．7�
510 スノーレイズ 牝2芦 54

51 ▲小林 凌大 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 菊川 正達 新ひだか キヨタケ牧場 438 ―1：16．16 67．7

36 トウショウガルーダ 牡2栗 55 松木 大地トウショウ産業� 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 478 ―1：16．31 119．4�
（兵庫）

815 リリカルフレイム 牝2黒鹿54 武藤 雅窪田 康志氏 田島 俊明 平取 坂東牧場 462 ― 〃 クビ 8．0�
59 デルマアメジスト 牝2黒鹿54 丸田 恭介浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 456 ―1：16．4� 121．7�
23 フレアリボン 牝2鹿 54 嘉藤 貴行 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 田島 俊明 浦河 山田牧場 448 ―1：17．46 74．0�
12 マ サ ト ッ プ 牡2鹿 55 石川裕紀人澤田 孝之氏 尾形 和幸 新冠 五丸農場 470 ―1：17．61 28．7�
35 シゲルミョウジョウ 牝2鹿 54

53 ☆菊沢 一樹森中 蕃氏 浅野洋一郎 浦河 佐々木 恵一 380 ―1：18．24 85．7�
（15頭）

611 トランクイッロ �2鹿 55
53 △木幡 育也眞保榮 稔氏 高橋 祥泰 白老 社台牧場 ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 49，290，400円 複勝： 60，268，300円 枠連： 25，368，800円
馬連： 82，277，800円 馬単： 42，021，500円 ワイド： 64，726，200円
3連複： 118，702，200円 3連単： 141，540，800円 計： 584，196，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 210円 � 170円 � 120円 枠 連（1－7） 1，700円

馬 連 �� 2，280円 馬 単 �� 4，940円

ワ イ ド �� 700円 �� 500円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，900円 3 連 単 ��� 16，840円

票 数

単勝票数 差引計 492904（返還計 59） 的中 � 45193（5番人気）
複勝票数 差引計 602683（返還計 76） 的中 � 57209（4番人気）� 87947（3番人気）� 159581（1番人気）
枠連票数 差引計 253688（返還計 17） 的中 （1－7） 11905（7番人気）
馬連票数 差引計 822778（返還計 496） 的中 �� 28781（7番人気）
馬単票数 差引計 420215（返還計 226） 的中 �� 6803（18番人気）
ワイド票数 差引計 647262（返還計 330） 的中 �� 22628（8番人気）�� 33533（3番人気）�� 56934（2番人気）
3連複票数 差引計1187022（返還計 1712） 的中 ��� 49777（2番人気）
3連単票数 差引計1415408（返還計 2500） 的中 ��� 6723（35番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．7―12．5―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．1―34．8―47．3―59．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．3
3 16，1，12－（7，15，13）（4，8，14）9，10－6（3，2，5） 4 ・（16，1）12－13－（7，14）8－4（15，9）－（3，10，6）2－5

勝馬の
紹 介

ケイアイピハ �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 Seeking the Gold 初出走

2017．3．14生 牡2栗 母 ゾ イ ゾ イ 母母 Angel Puss 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 トランクイッロ号は，疾病〔疝痛〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルミョウジョウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年1月28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33頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）33頭 アイアンメイデン号・アルジョンブラン号・ヴェリズモ号・エアリアルシティー号・キーリア号・

グラスエンジェル号・コミックラン号・サンジョルジョ号・サンノーフォーク号・サンプルマン号・シセイニシキ号・
シャークスコーブ号・ジュンヒトカップ号・スズカアイドル号・スターズウィッシュ号・ストームファルコン号・
セイカフェニックス号・セントクリーガー号・タイガーロック号・トウカイエトワール号・トレヴィト号・
ビッグセント号・ヒラボククイーン号・フクノソミュール号・プレイオネ号・ミッキープリンス号・
ミルクティーカラー号・ユニークマイア号・ライフオブリバイブ号・ランバダフレイバー号・レインボービーム号・
レディオタイムズ号・ローズオブシャロン号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



3310312月28日 晴 良 （1中山5） 第9日 第7競走 ��
��2，000�2019ヤングジョッキーズシリーズファイナルラウンド中山第1戦

発走13時10分 （地方騎手招待） （芝・右）
3歳以上，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000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
1：57．8
1：56．1

良
良

712� クリノオスマン 	5栗 57 岩本 怜栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 日西牧場 456± 02：04．6 4．3�
（岩手）

57 ジューンバラード 牝3青鹿54 松木 大地吉川 潤氏 堀井 雅広 平取 稲原牧場 426± 02：04．7
 30．3�
（兵庫）

45 ファストライフ 牝4栗 55 西村 淳也石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 458＋ 82：04．8クビ 23．8�
11 ギャンブラー 牡4黒鹿57 中越 琉世大野 富生氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 522＋ 4 〃 クビ 17．3�

（川崎）

610 フラッフィーベア 牝3鹿 54 坂井 瑠星 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 430＋ 4 〃 アタマ 5．5�
69 ウォルフズハウル 牡3黒鹿56 小林 凌大ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468± 02：04．9クビ 4．2	
814 ヒドゥンパラメータ 牡5鹿 57 木本 直薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 466＋ 8 〃 クビ 14．5


（兵庫）

46 イ ル ル ー メ 牡4黒鹿57 石堂 響西森 功氏 高市 圭二 浦河 田中スタッド B508＋122：05．11� 45．5�
（兵庫）

711 カ ラ テ 牡3黒鹿56 桜井 光輔小田切 光氏 高橋 祥泰 新冠 中地 康弘 512＋162：05．31� 102．3�
（川崎）

58 シャイニーピース 牡5鹿 57 岩田 望来小林 昌志氏 田中 剛 平取 雅 牧場 498＋ 6 〃 ハナ 7．7
813 マイティウェイ 牡3黒鹿56 服部 寿希 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高木 登 新ひだか 山際牧場 B474＋ 2 〃 アタマ 17．7�
22 � タックボーイ 牡5鹿 57 長谷部駿弥Mr．ホース 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 474－ 22：05．4クビ 165．6�

（兵庫）

34 ソイルトゥザソウル 牡4青鹿57 菅原 明良グリーンスウォード高市 圭二 新冠 村田牧場 458＋ 8 〃 クビ 5．5�
33 スペロラルーチェ 牝3栗 54 山田 敬士岡田 牧雄氏 中野 栄治 新冠 八木 明広 440＋ 22：06．57 255．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 52，090，200円 複勝： 69，679，900円 枠連： 30，540，100円
馬連： 119，107，400円 馬単： 54，182，000円 ワイド： 79，943，700円
3連複： 170，662，300円 3連単： 194，849，800円 計： 771，055，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 180円 � 880円 � 520円 枠 連（5－7） 1，940円

馬 連 �� 7，480円 馬 単 �� 12，890円

ワ イ ド �� 2，420円 �� 1，520円 �� 5，800円

3 連 複 ��� 41，270円 3 連 単 ��� 180，830円

票 数

単勝票数 計 520902 的中 � 95275（2番人気）
複勝票数 計 696799 的中 � 130124（1番人気）� 17127（10番人気）� 30850（9番人気）
枠連票数 計 305401 的中 （5－7） 12556（8番人気）
馬連票数 計1191074 的中 �� 12734（28番人気）
馬単票数 計 541820 的中 �� 3361（47番人気）
ワイド票数 計 799437 的中 �� 8785（31番人気）�� 14221（16番人気）�� 3602（50番人気）
3連複票数 計1706623 的中 ��� 3308（107番人気）
3連単票数 計1948498 的中 ��� 862（488番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．6―38．7―51．3―1：03．7―1：15．7―1：27．7―1：39．5―1：51．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�クリノオスマン �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 サニーブライアン

2014．5．28生 	5栗 母 ダービーゾーン 母母 ダービーキングダム 17戦1勝 賞金 29，461，000円
地方デビュー 2017．4．27 園田

〔制裁〕 ギャンブラー号の騎手中越琉世は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番）
ジューンバラード号の騎手松木大地は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
ファストライフ号の騎手西村淳也は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3310412月28日 晴 良 （1中山5） 第9日 第8競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時45分 （ダート・右）（500万円以下）

負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

11 シャドウセッション 牡3鹿 56 三浦 皇成飯塚 知一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 524＋ 61：54．4 9．1�
714� デ ス ト ロ イ 牡5栗 57

54 ▲菅原 明良諸岡 慶氏 高橋 裕 日高 藤本 直弘 B516＋ 21：55．25 15．6�
713 マックスアン 牡3栗 56 O．マーフィー TURFレーシング 大和田 成 新冠 村上 欽哉 468＋ 81：55．52 1．7�

（英）

12 エリーキャナル 牝3栗 54
52 △斎藤 新 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 日高 森永牧場 498＋101：55．81� 154．5�

611 エコロドリーム 牡3栗 56 柴田 善臣原村 正紀氏 岩戸 孝樹 浦河 赤田牧場 470＋ 41：55．9� 26．7�
48 アサクサマヤ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子蛭田 素子氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 490＋ 8 〃 アタマ 13．6	
612 ドゥエルメス 牝3黒鹿54 勝浦 正樹大塚 亮一氏 畠山 吉宏 新冠 アサヒ牧場 516± 01：56．0クビ 5．1

36 プ レ ゼ ン ス �5黒鹿57 吉田 豊 �社台レースホース田中 博康 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋101：56．42	 51．5�
47 ボルンカズマ 牡3栗 56

54 △岩田 望来合同会社雅苑興業 松山 将樹 浦河 高昭牧場 B502＋121：56．71	 93．6
59 トゥービーシック 牝3黒鹿54 横山 和生西森 功氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 442＋ 61：56．91
 224．2�
23 レセディラローナ 牝4鹿 55 丸田 恭介�下河辺牧場 奥村 武 日高 下河辺牧場 520－ 6 〃 クビ 37．4�
510� ヒロブラッサム 牝4鹿 55 武藤 雅西野 晴夫氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496－ 91：57．75 27．1�
35 � コスモエスパーダ 牡3青 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新ひだか 静内酒井牧場 472＋ 4 〃 アタマ 69．2�
816 カ ガ ス タ ー 牡4鹿 57

54 ▲山田 敬士香川 憲次氏 高市 圭二 日高 広富牧場 460＋101：58．01	 87．2�
24 グラファイト 牡4青鹿57 大野 拓弥 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 488＋141：58．1	 17．5�
815� トレンドボブ 牝3鹿 54 内田 博幸 �ローレルレーシング 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 430± 01：59．9大差 326．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 65，627，900円 複勝： 113，292，300円 枠連： 32，865，100円
馬連： 134，506，000円 馬単： 79，111，200円 ワイド： 102，409，600円
3連複： 205，484，500円 3連単： 309，061，900円 計： 1，042，358，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 240円 � 260円 � 110円 枠 連（1－7） 750円

馬 連 �� 6，890円 馬 単 �� 12，490円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 390円 �� 410円

3 連 複 ��� 2，930円 3 連 単 ��� 33，330円

票 数

単勝票数 計 656279 的中 � 57657（3番人気）
複勝票数 計1132923 的中 � 71479（3番人気）� 63983（4番人気）� 562249（1番人気）
枠連票数 計 328651 的中 （1－7） 34779（2番人気）
馬連票数 計1345060 的中 �� 15596（17番人気）
馬単票数 計 791112 的中 �� 5067（29番人気）
ワイド票数 計1024096 的中 �� 15921（15番人気）�� 72290（2番人気）�� 69952（3番人気）
3連複票数 計2054845 的中 ��� 56069（7番人気）
3連単票数 計3090619 的中 ��� 7417（87番人気）

ハロンタイム 12．9―12．1―13．0―12．6―12．2―12．3―12．6―12．8―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．0―38．0―50．6―1：02．8―1：15．1―1：27．7―1：40．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F39．3
1
3
2，1（4，10，15）7，12，3（14，16）（8，11，13）6，5，9
2，1－（4，10，12）13（3，7）（14，15，16）（8，11）6，9－5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シャドウセッション �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2018．6．3 東京5着

2016．3．21生 牡3鹿 母 アンコールピース 母母 トレアンサンブル 13戦2勝 賞金 18，100，000円
〔騎手変更〕 プレゼンス号の騎手野中悠太郎は，病気のため吉田豊に変更。
〔制裁〕 コスモエスパーダ号の騎手柴田大知は，1コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）

エコロドリーム号の騎手柴田善臣は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トレンドボブ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年1月28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） 3頭 ヒロノライデン号・ベルジュネス号・ベンガラグンジョウ号
（非抽選馬） 1頭 コスモアイトーン号
※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。



3310512月28日 晴 良 （1中山5） 第9日 第9競走 ��
��1，800�2019ヤングジョッキーズシリーズファイナルラウンド中山第2戦

発走14時15分 （地方騎手招待） （ダート・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 448，000円 128，000円 64，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

22 リョウランヒーロー 牡5黒鹿57 中越 琉世佐藤 啓子氏 小野 次郎 新ひだか 米田牧場 484＋ 41：56．1 24．0�
（川崎）

814 トレンドライン 牡5栗 57 長谷部駿弥 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム B476＋ 41：56．31� 3．7�
（兵庫）

33 アルマスティング 	3栗 56 山田 敬士コウトミックレーシング 田村 康仁 浦河 小島牧場 484－ 2 〃 ハナ 5．5�
813 ピボットポイント 牡4鹿 57 小林 凌大 �シルクレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム B484＋ 41：56．4
 22．7�
11 コロニアルスタイル 牝5栗 55 坂井 瑠星吉田 照哉氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 466＋ 21：56．71
 30．4�
58 テンノサクラコ 牝6黒鹿55 石堂 響天白 泰司氏 小西 一男 新冠 佐藤牧場 498＋121：57．01
 96．7	

（兵庫）

34 � シゲルポインター 牡5鹿 57 岩田 望来森中 蕃氏 蛯名 利弘 浦河 王蔵牧場 480－ 41：57．1
 13．3

712 ワイルドゲーム 牡6鹿 57 菅原 明良合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 新ひだか 水丸牧場 B498＋ 8 〃 クビ 67．6�
57 オンザロックス 牡6鹿 57 桜井 光輔稻井田有司氏 森 秀行 新冠 ベルモント

ファーム 488＋ 61：57．2� 6．4�
（川崎）

69 ケイツーリラ 牝4青鹿55 松木 大地楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新冠 オリエント牧場 456＋141：57．41� 10．0
（兵庫）

45 ダイシンインディー 牡3栗 56 西村 淳也大八木信行氏 戸田 博文 新冠 佐藤牧場 534＋ 41：57．5クビ 3．5�
610 ホ ノ カ 牝5鹿 55 岩本 怜岡田 壮史氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド B478± 0 〃 クビ 45．4�

（岩手）

711 シゲルヒスイ 牡3黒鹿56 服部 寿希森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B488＋ 61：57．71 46．4�
46 クアトレフォイル 牡4鹿 57 木本 直大塚 亮一氏 稲垣 幸雄 浦河 有限会社

松田牧場 B496＋ 21：59．9大差 159．5�
（兵庫）
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売 得 金
単勝： 57，964，800円 複勝： 69，036，900円 枠連： 32，073，500円
馬連： 143，313，500円 馬単： 66，391，700円 ワイド： 92，093，400円
3連複： 214，092，100円 3連単： 257，422，200円 計： 932，388，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，400円 複 勝 � 440円 � 160円 � 180円 枠 連（2－8） 3，220円

馬 連 �� 3，980円 馬 単 �� 11，650円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 1，610円 �� 490円

3 連 複 ��� 6，510円 3 連 単 ��� 58，620円

票 数

単勝票数 計 579648 的中 � 19260（8番人気）
複勝票数 計 690369 的中 � 31275（7番人気）� 127191（1番人気）� 107705（3番人気）
枠連票数 計 320735 的中 （2－8） 7956（12番人気）
馬連票数 計1433135 的中 �� 28743（15番人気）
馬単票数 計 663917 的中 �� 4558（38番人気）
ワイド票数 計 920934 的中 �� 21101（14番人気）�� 14471（17番人気）�� 54059（4番人気）
3連複票数 計2140921 的中 ��� 26294（18番人気）
3連単票数 計2574222 的中 ��� 3513（159番人気）

ハロンタイム 12．8―12．2―13．8―13．6―12．5―11．7―12．4―13．1―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．0―38．8―52．4―1：04．9―1：16．6―1：29．0―1：42．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

リョウランヒーロー �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 ウイニングチケット デビュー 2016．10．9 東京10着

2014．3．28生 牡5黒鹿 母 ヴィジョンサクラ 母母 サンフラワーマミー 33戦4勝 賞金 58，148，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 シゲルポインター号の騎手岩田望来は，後検量について注意義務を怠り過怠金10，000円。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3310612月28日 晴 良 （1中山5） 第9日 第10競走 ��
��1，600�立志ステークス

発走14時50分 （芝・右・外）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），30．12．28以降1．12．22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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

714 モルフェオルフェ 牝4鹿 52 江田 照男並河賢一郎氏 大江原 哲 浦河 宮内牧場 450＋101：34．1 19．4�
612 ル ー カ ス 牡4鹿 56 M．デムーロ �シルクレーシング 堀 宣行 日高 戸川牧場 512＋ 8 〃 クビ 9．0�
11 レ ノ ー ア 牝3栗 53 石川裕紀人畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 416＋ 41：34．2� 7．9�
815 ルガールカルム 牝3鹿 53 三浦 皇成 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：34．41� 3．8�
23 リープフラウミルヒ 牝4黒鹿52 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 428± 0 〃 ハナ 26．9	
816 ボーダーオブライフ 牡5鹿 54 伊藤 工真�レッドマジック金成 貴史 千歳 社台ファーム 498＋ 4 〃 アタマ 74．5

47 フ レ ッ チ ア 牡4青鹿57 C．ルメール�橋口 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 492＋ 21：34．5	 5．3�
59 チャンピオンルパン 牡8鹿 55 横山 和生坪野谷和平氏 勢司 和浩 新冠 榊原 光子 514＋101：34．71� 23．8�
24 ウインフェニックス 牡8鹿 55 柴田 大知�ウイン 奥平 雅士 平取 船越 伸也 B488＋ 81：34．8	 44．5
36 サンラモンバレー 牡4鹿 55 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 492± 01：34．9クビ 31．8�
35 エクレアスパークル 牡5青鹿55 石橋 脩李 柱坤氏 大和田 成 安平 ノーザンファーム 466－ 2 〃 アタマ 18．1�
12 ミッキーブリランテ 牡3鹿 55 坂井 瑠星野田みづき氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 464＋ 4 〃 ハナ 5．1�
48 ソロフレーズ 牡4青鹿54 大野 拓弥ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490＋ 2 〃 クビ 21．6�
611 サウンドマジック 牝5栗 52 井上 敏樹増田 雄一氏 和田正一郎 浦河 辻 牧場 456± 01：35．0� 362．0�
713 アンブロジオ 
4栗 56 池添 謙一 �シルクレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 8 〃 ハナ 112．1�
510 ネ リ ッ サ 牝3鹿 52 北村 宏司木村 廣太氏 勢司 和浩 浦河 大島牧場 436＋ 41：35．74 16．8�
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売 得 金
単勝： 98，613，400円 複勝： 149，581，500円 枠連： 60，066，600円
馬連： 250，113，400円 馬単： 97，913，200円 ワイド： 169，725，600円
3連複： 384，612，800円 3連単： 453，468，100円 計： 1，664，094，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，940円 複 勝 � 540円 � 380円 � 290円 枠 連（6－7） 9，790円

馬 連 �� 15，440円 馬 単 �� 29，320円

ワ イ ド �� 4，880円 �� 2，900円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 42，580円 3 連 単 ��� 277，350円

票 数

単勝票数 計 986134 的中 � 40587（8番人気）
複勝票数 計1495815 的中 � 67376（8番人気）� 103826（5番人気）� 148186（4番人気）
枠連票数 計 600666 的中 （6－7） 4904（29番人気）
馬連票数 計2501134 的中 �� 12952（51番人気）
馬単票数 計 979132 的中 �� 2671（96番人気）
ワイド票数 計1697256 的中 �� 9134（54番人気）�� 15545（38番人気）�� 28438（14番人気）
3連複票数 計3846128 的中 ��� 7225（143番人気）
3連単票数 計4534681 的中 ��� 1308（838番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．3―34．7―46．4―58．1―1：09．9―1：21．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F36．0

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

モルフェオルフェ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．7．22 福島4着

2015．3．27生 牝4鹿 母 ス マ ッ シ ュ 母母 ロフティーエイム 20戦4勝 賞金 47，950，000円



3310712月28日 晴 良 （1中山5） 第9日 第11競走 ��
��2，000�第36回ホープフルステークス（ＧⅠ）

発走15時30分 （芝・右）
牡・牝，2歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 70，000，000円 28，000，000円 18，000，000円 11，000，000円 7，000，000円
付 加 賞 966，000円 276，000円 138，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：58．9
1：58．9
2：01．4

良
良
良

22 コントレイル 牡2青鹿55 福永 祐一前田 晋二氏 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 462＋ 62：01．4 2．0�

45 ヴェルトライゼンデ 牡2黒鹿55 O．マーフィー �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 492＋ 22：01．61� 6．9�
（英）

57 ワ ー ケ ア 牡2鹿 55 C．ルメール 落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 492＋ 62：01．92 3．7�
813 ラインベック 牡2黒鹿55 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 470＋102：02．21� 37．2�
711 オーソリティ 牡2鹿 55 池添 謙一 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 508＋10 〃 クビ 7．2	
69 パンサラッサ 牡2鹿 55 坂井 瑠星広尾レース� 矢作 芳人 新ひだか 木村 秀則 456－ 22：02．73 173．4

33 ブルーミングスカイ 牡2鹿 55 田辺 裕信島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 464± 02：02．8� 56．4�
710 ディアセオリー 牡2鹿 55 三浦 皇成ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 ディアレスト

クラブ 482＋ 22：02．9クビ 157．2
11 ブラックホール 牡2黒鹿55 石川裕紀人芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 428＋102：03．32� 16．0�
812 ラグビーボーイ 牡2黒鹿55 北村 宏司齋藤 秀昭氏 勢司 和浩 洞	湖 レイクヴィラファーム 504＋202：03．72� 139．1�
44 ガロアクリーク 牡2鹿 55 丸山 元気水上 行雄氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 506＋ 62：04．01� 125．1�
56 ナリノモンターニュ 牡2黒鹿55 M．デムーロ成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 492＋102：04．95 67．0�
68 クリノブレーヴ 牡2鹿 55 斎藤 新栗本 博晴氏 長谷川浩大 青森 イズモリファーム 460＋ 22：05．75 326．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 841，574，100円 複勝： 634，515，400円 枠連： 221，810，000円
馬連： 1，672，161，300円 馬単： 970，263，400円 ワイド： 958，249，000円
3連複： 2，792，758，000円 3連単： 6，186，836，500円 計： 14，278，167，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 140円 � 110円 枠 連（2－4） 770円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 300円 �� 170円 �� 270円

3 連 複 ��� 580円 3 連 単 ��� 2，760円

票 数

単勝票数 計8415741 的中 � 3419566（1番人気）
複勝票数 計6345154 的中 � 1801381（1番人気）� 838203（3番人気）� 1564115（2番人気）
枠連票数 計2218100 的中 （2－4） 227585（2番人気）
馬連票数 計16721613 的中 �� 1642860（2番人気）
馬単票数 計9702634 的中 �� 661124（3番人気）
ワイド票数 計9582490 的中 �� 733075（3番人気）�� 1823646（1番人気）�� 845595（2番人気）
3連複票数 計27927580 的中 ���3839695（1番人気）
3連単票数 計61868365 的中 ���1790543（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．1―36．5―48．7―1：00．9―1：13．0―1：25．0―1：37．0―1：48．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コントレイル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2019．9．15 阪神1着

2017．4．1生 牡2青鹿 母 ロードクロサイト 母母 Folklore 3戦3勝 賞金 111，267，000円
〔騎手変更〕 ガロアクリーク号の騎手野中悠太郎は，病気のため丸山元気に変更。
〔制裁〕 ラインベック号の騎手岩田康誠は，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：11番・8番・7番）
※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。

3310812月28日 晴 良 （1中山5） 第9日 第12競走 ��
��1，600�ベストウィッシュカップ

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

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

815 ミエノウインウイン �4黒鹿57 C．ルメール 里見美惠子氏 高橋 亮 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476－ 61：36．0 4．3�

48 スーパーブレイク 牡5黒鹿57 吉田 豊堂守 貴志氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 476＋ 6 〃 ハナ 83．1�
611 アイリスフィール 牝3鹿 54 石川裕紀人�杵臼牧場 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 434＋ 41：36．1	 25．0�
35 アルトリウス �5鹿 57 北村 宏司�G1レーシング 高橋 文雅 安平 追分ファーム B464＋ 8 〃 クビ 52．4�
12 ナイトバナレット 牡5芦 57 坂井 瑠星 �シルクレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋ 41：36．2クビ 52．5	
714 ソーラーフレア 牡4鹿 57 三浦 皇成ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460＋ 8 〃 クビ 11．9

59 セ リ ユ ー ズ 牝3鹿 54 O．マーフィー �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 510＋ 81：36．3	 2．3�

（英）

47 テンワールドレイナ 牝4栗 55 M．デムーロ天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 476± 0 〃 ハナ 8．4�
510 ココフィーユ 牝3鹿 54 内田 博幸 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 436＋ 8 〃 ハナ 33．1
24 プ レ ト リ ア �4鹿 57 岩田 康誠多田 賢司氏 中川 公成 浦河 大北牧場 466＋ 6 〃 ハナ 26．4�
23 イダエンペラー 牡4青鹿57 岩田 望来張 一達氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 510＋24 〃 ハナ 49．0�
11 ノーブルカリナン 牝4黒鹿55 福永 祐一 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 462± 01：36．5
 7．8�
612 コスモヨハネ 牡7栗 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 平取 北島牧場 496＋ 2 〃 クビ 18．5�
36 デ ィ ロ ス �4鹿 57 津村 明秀 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 516± 01：36．6クビ 40．3�
816 ボールドジャパン 牡8鹿 57 江田 照男増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 武田 修一 522＋ 21：36．7	 233．5�
713� エ ミ ー リ オ 牡5鹿 57 丸田 恭介加藤 誠氏 田中 剛 日高 日高大洋牧場 498＋ 21：37．01
 284．2�
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売 得 金
単勝： 145，310，700円 複勝： 178，172，100円 枠連： 69，330，000円
馬連： 326，467，800円 馬単： 144，512，800円 ワイド： 230，885，500円
3連複： 500，440，300円 3連単： 714，502，100円 計： 2，309，621，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 210円 � 1，810円 � 670円 枠 連（4－8） 2，500円

馬 連 �� 22，400円 馬 単 �� 30，570円

ワ イ ド �� 6，190円 �� 2，180円 �� 23，560円

3 連 複 ��� 138，050円 3 連 単 ��� 647，340円

票 数

単勝票数 計1453107 的中 � 264994（2番人気）
複勝票数 計1781721 的中 � 283910（2番人気）� 21750（14番人気）� 63727（8番人気）
枠連票数 計 693300 的中 （4－8） 22101（9番人気）
馬連票数 計3264678 的中 �� 11656（48番人気）
馬単票数 計1445128 的中 �� 3781（75番人気）
ワイド票数 計2308855 的中 �� 9896（53番人気）�� 28749（21番人気）�� 2575（91番人気）
3連複票数 計5004403 的中 ��� 2900（243番人気）
3連単票数 計7145021 的中 ��� 883（1141番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―11．9―11．6―12．2―11．7―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．8―36．7―48．3―1：00．5―1：12．2―1：23．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．5

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミエノウインウイン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．3．3 阪神4着

2015．2．25生 �4黒鹿 母 クイーンアイリス 母母 セニョラージェ 14戦3勝 賞金 44，707，000円
※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） 3頭 アイスフィヨルド号・レッドイリーゼ号・ロードプレミアム号
（非抽選馬） 2頭 クリノアリエル号・セントウル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２レース目 ４レース目



（1中山5）第9日 12月28日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 185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

325，020，000円
2，590，000円
31，070，000円
3，540，000円
42，570，000円
76，978，500円
10，163，000円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
1，579，760，700円
1，679，121，200円
577，447，400円
3，159，010，600円
1，692，241，400円
2，041，767，300円
5，015，757，700円
9，079，218，000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 24，824，324，300円

総入場人員 42，062名 （有料入場人員 37，277名）



令和1年度 第5回中山競馬 総計

競走回数 108回 出走延頭数 1，657頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

2，854，070，000円
41，070，000円
249，510，000円
22，860，000円
345，020，000円
99，000，000円
705，679，000円
52，496，200円
15，907，200円

勝馬投票券売得金
9，760，666，200円
11，007，214，300円
4，466，923，800円
19，927，108，000円
9，358，282，100円
12，498，740，000円
29，040，674，900円
47，570，835，700円
871，266，500円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 144，501，711，500円

総入場延人員 312，050名 （有料入場延人員 279，349名）
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