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00073 1月20日 曇 良 （31中山1）第7日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時10分 （ダート・右）

牝，未勝利；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
1：08．7
1：08．7

重
重

612 シゲルアコヤガイ 牝3芦 54
53 ☆武藤 雅森中 蕃氏 水野 貴広 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 430± 01：13．5 10．3�
816 リ ゼ 牝3栗 54

52 △菊沢 一樹榊原 浩一氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 444－ 4 〃 クビ 4．8�
713 ベ ル ポ ー ト 牝3青鹿54 O．マーフィー 大社 聡氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 446－ 21：13．92� 4．4�

（英）

59 カ ル ミ ッ チ 牝3青鹿 54
51 ▲野中悠太郎平本 敏夫氏 大江原 哲 新冠 川上牧場 478＋ 21：14．64 44．5�

714 ローズドクレア 牝3鹿 54 江田 照男古賀 和夫氏 古賀 史生 新冠 対馬 正 494＋ 8 〃 アタマ 184．3�
48 フ ァ ロ 牝3黒鹿54 大野 拓弥�三嶋牧場 和田 勇介 浦河 三嶋牧場 472± 01：15．02� 3．2	
36 ユ ウ キ 牝3芦 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 高橋 裕 新冠 樋渡 志尚 454－ 21：15．1クビ 108．7

35 ラブヴィサージュ 牝3栗 54 西田雄一郎 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 460＋ 81：15．42 49．3�
23 コウユーモゼ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行加治屋貞光氏 竹内 正洋 浦河 村下農場 424－ 2 〃 ハナ 194．4�
510 アースクインビー 牝3栗 54 田中 勝春松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 ガーベラパー

クスタツド 418－121：15．5� 187．2
24 アテンフェアリー 牝3黒鹿54 三浦 皇成齊藤 直信氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 452－ 41：15．6クビ 10．7�
47 マーヴェラスクイン 牝3鹿 54 北村 宏司山本又一郎氏 古賀 慎明 新ひだか 木村 秀則 410－ 81：15．7� 5．2�
611 ベリッシモファルコ 牝3栗 54 内田 博幸岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 真歌田中牧場 B452＋ 6 〃 ハナ 33．9�
11 ジェイエルフラッグ 牝3青鹿54 勝浦 正樹橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 432 ― 〃 クビ 40．5�
12 マ ッ シ ロ 牝3芦 54 石川裕紀人佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 420＋121：15．91 188．5�
815 パ ゴ ダ 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 446＋ 8 〃 クビ 230．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，733，800円 複勝： 45，450，800円 枠連： 15，970，000円
馬連： 66，917，400円 馬単： 31，158，800円 ワイド： 46，720，300円
3連複： 102，117，800円 3連単： 117，053，400円 計： 452，122，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 210円 � 160円 � 160円 枠 連（6－8） 1，780円

馬 連 �� 2，040円 馬 単 �� 4，390円

ワ イ ド �� 610円 �� 630円 �� 390円

3 連 複 ��� 2，480円 3 連 単 ��� 18，720円

票 数

単勝票数 計 267338 的中 � 20612（5番人気）
複勝票数 計 454508 的中 � 49847（5番人気）� 80939（2番人気）� 76465（3番人気）
枠連票数 計 159700 的中 （6－8） 6919（8番人気）
馬連票数 計 669174 的中 �� 25371（9番人気）
馬単票数 計 311588 的中 �� 5322（19番人気）
ワイド票数 計 467203 的中 �� 18950（8番人気）�� 18480（9番人気）�� 32438（4番人気）
3連複票数 計1021178 的中 ��� 30773（9番人気）
3連単票数 計1170534 的中 ��� 4532（62番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．6―12．6―12．9―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．5―47．1―1：00．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．6―3F39．0
3 ・（4，7，8，13，16）－（2，5）－（11，14，12）9（1，10）－3，6－15 4 ・（4，8，13，16）7（2，5，12）11，14（9，10）1－3，6，15

勝馬の
紹 介

シゲルアコヤガイ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．8．5 新潟4着

2016．5．12生 牝3芦 母 ジョウノマドンナ 母母 ミヤビサクラコ 6戦1勝 賞金 7，600，000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。
（非抽選馬） 1頭 ホワイトハッカー号
※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。

00074 1月20日 晴 良 （31中山1）第7日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時40分 （ダート・右）
未勝利；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
1：48．5
1：47．8

重
重

714 グッバイガール 牝3黒鹿54 大野 拓弥吉田 千津氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 492＋ 41：57．6 12．6�
510 マイネルイヴィンス 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 506＋ 21：58．02� 1．7�
611 テ ィ タ ー ヌ 牡3鹿 56 O．マーフィー �Shadow 栗田 徹 千歳 社台ファーム 448± 01：58．42� 10．3�

（英）

713 カフェプリンス 牡3鹿 56 田辺 裕信西川 恭子氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 504＋ 21：58．61� 28．6�
24 タイムリメンバード 牝3栗 54 嘉藤 貴行阿部 善武氏 大和田 成 新冠 堤 牧場 468＋161：58．91� 113．2�
12 ハンターバレー 牡3栗 56 田中 勝春村木 隆氏 宗像 義忠 日高 シンボリ牧場 498＋ 21：59．22 16．3	
48 タイセイフィクサー 牡3鹿 56 三浦 皇成田中 成奉氏 奥村 武 新ひだか 広田牧場 482＋ 21：59．3� 17．7

815 シ ン テ ィ ラ 牡3鹿 56 内田 博幸�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484－10 〃 ハナ 300．7�
23 ロ ネ ガ ン 牡3黒鹿56 丹内 祐次田島榮二郎氏 和田 雄二 日高 坂 牧場 518＋ 21：59．4クビ 91．9�
59 フリーズオプション 牡3鹿 56 江田 照男吉田 千津氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 468－ 21：59．82� 52．3
612	 ゼ ル タ ー 牡3栗 56 C．ルメールゴドルフィン 加藤 征弘 独 Graf u. Grafin

v. Stauffenberg 494－ 62：00．11� 4．6�
36 カリスマサンボス 牡3芦 56 蛯名 正義畔柳 年言氏 中川 公成 浦河 加藤 重治 556± 02：00．41� 21．6�
816 ヤマタケフリーダム 牡3黒鹿56 北村 宏司山中 和子氏 萱野 浩二 新ひだか 矢野牧場 470＋12 〃 クビ 41．9�
35 アレグレユミティー 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也斉藤 等氏 本間 忍 新ひだか 矢野牧場 448－ 22：00．5� 286．4�
47 ニ シ ノ モ エ 牝3青鹿54 勝浦 正樹西山 茂行氏 小西 一男 新ひだか 本桐牧場 420＋ 22：00．82 99．0�
11 クリノマレンゴ 牝3黒鹿54 西田雄一郎栗本 博晴氏 蛯名 利弘 宮崎 橋口 幸一郎 426－ 12：03．0大差 574．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，022，600円 複勝： 89，016，000円 枠連： 17，809，600円
馬連： 65，009，300円 馬単： 36，634，400円 ワイド： 50，883，100円
3連複： 94，053，100円 3連単： 122，176，200円 計： 514，604，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 200円 � 110円 � 220円 枠 連（5－7） 660円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 3，170円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，310円 �� 410円

3 連 複 ��� 2，400円 3 連 単 ��� 23，740円

票 数

単勝票数 計 390226 的中 � 24723（4番人気）
複勝票数 計 890160 的中 � 52396（3番人気）� 543718（1番人気）� 46251（4番人気）
枠連票数 計 178096 的中 （5－7） 20617（2番人気）
馬連票数 計 650093 的中 �� 56335（3番人気）
馬単票数 計 366344 的中 �� 8660（9番人気）
ワイド票数 計 508831 的中 �� 40567（2番人気）�� 8898（13番人気）�� 32240（4番人気）
3連複票数 計 940531 的中 ��� 29372（5番人気）
3連単票数 計1221762 的中 ��� 3730（71番人気）

ハロンタイム 13．1―11．9―12．9―13．6―13．2―13．4―13．8―12．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．0―37．9―51．5―1：04．7―1：18．1―1：31．9―1：44．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．9―3F39．5
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グッバイガール �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2018．10．8 東京4着

2016．4．10生 牝3黒鹿 母 ニシノマザーアース 母母 ディフェンススペンディング 4戦1勝 賞金 7，350，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノマレンゴ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年2月20日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 トーセンアメジスト号
※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。

第１回 中山競馬 第７日



00075 1月20日 晴 良 （31中山1）第7日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （ダート・右）

未勝利；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
1：08．7
1：08．7

重
重

48 トピアリスト 牝3栗 54 三浦 皇成�明栄商事 高柳 瑞樹 新ひだか 沖田 忠幸 440＋ 61：13．4 8．8�
815 モリトローテローゼ 牝3栗 54 伴 啓太石橋 忠之氏 堀井 雅広 浦河 桑田 正己 464－ 81：13．61� 82．1�
36 ペイシャカノープス 牝3栗 54

51 ▲山田 敬士北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 444－ 41：13．7クビ 10．9�
714 チ ャ ン ダ ナ 牝3芦 54 田中 勝春�ターフ・スポート粕谷 昌央 日高 ナカノファーム 478＋ 6 〃 クビ 100．6�
816 ラブインブルーム 牝3青鹿54 武士沢友治�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 418± 0 〃 ハナ 13．2	
23 オルクリスト 牡3鹿 56 大野 拓弥�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 472± 01：13．8� 6．1

47 シャンデリアムーン 牝3鹿 54 O．マーフィー 鈴木 芳夫氏 斎藤 誠 新ひだか 松田牧場 448－101：13．9クビ 15．6�

（英）

612 ブラックアウト 牡3黒鹿 56
55 ☆木幡 巧也瀬瀬 賢氏 岩戸 孝樹 新冠 安達 洋生 474＋ 4 〃 クビ 1．6�

35 シゲルモルガナイト 牡3青鹿56 丹内 祐次森中 蕃氏 清水 英克 新ひだか 前田牧場 502＋101：14．53� 89．5
24 ゴールデンチョイス 牡3青鹿 56

55 ☆武藤 雅田島榮二郎氏 武藤 善則 新ひだか 元茂牧場 466± 0 〃 アタマ 63．5�
611 カネショウベリー 牝3芦 54 内田 博幸清水 正裕氏 萱野 浩二 日高 サンシャイン

牧場 428＋ 4 〃 ハナ 18．7�
59 シ ン モ エ 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 初也�藤原牧場 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 446± 01：15．56 411．0�
11 リトルグッド 牝3栗 54

52 △菊沢 一樹小林 善一氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 384＋ 61：16．03 141．5�
510 ブルーシューズ 牡3鹿 56 勝浦 正樹田島榮二郎氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 476－ 21：16．31� 62．8�
713 マドンナブルー 牝3鹿 54 村田 一誠�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 446＋16 〃 クビ 49．7�

（15頭）
12 ダディフィンガー 牡3鹿 56 柴田 善臣野村 茂雄氏 水野 貴広 むかわ 上水牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 37，768，600円 複勝： 123，736，700円 枠連： 17，187，500円
馬連： 63，918，100円 馬単： 41，370，700円 ワイド： 50，740，400円
3連複： 89，417，300円 3連単： 142，050，500円 計： 566，189，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 700円 � 3，560円 � 850円 枠 連（4－8） 3，020円

馬 連 �� 34，400円 馬 単 �� 57，450円

ワ イ ド �� 7，500円 �� 1，820円 �� 9，120円

3 連 複 ��� 90，130円 3 連 単 ��� 507，320円

票 数

単勝票数 計 377686 的中 � 34055（3番人気）
複勝票数 計1237367 的中 � 48864（3番人気）� 8735（11番人気）� 39249（5番人気）
枠連票数 計 171875 的中 （4－8） 4408（9番人気）
馬連票数 計 639181 的中 �� 1440（47番人気）
馬単票数 計 413707 的中 �� 540（74番人気）
ワイド票数 計 507404 的中 �� 1729（46番人気）�� 7339（18番人気）�� 1419（54番人気）
3連複票数 計 894173 的中 ��� 744（128番人気）
3連単票数 計1420505 的中 ��� 203（676番人気）

ハロンタイム 11．9―11．1―11．5―12．6―13．0―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―23．0―34．5―47．1―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トピアリスト �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2018．10．28 新潟5着

2016．3．4生 牝3栗 母 ト ピ ア リ ー 母母 アラビックナイト 3戦1勝 賞金 5，700，000円
〔出走取消〕 ダディフィンガー号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 シャンデリアムーン号の騎手戸崎圭太は，病気のためO．マーフィーに変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 スターオブワンダー号・ノアトレジャー号
（非抽選馬） 2頭 ユニバーサリティ号・ルーナセレナータ号
※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20日 晴 良 （31中山1）第7日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時40分 （ダート・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

815 ヘッドオブステート 牡3栗 56 田辺 裕信 �社台レースホース大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486 ―1：56．9 19．5�

48 ノワールムーティエ 牡3青鹿56 C．ルメール 吉田 和美氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 514 ―1：58．07 2．8�
59 サクラルーフェン 牡3黒鹿56 石橋 脩�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡牧場 442 ―1：58．42� 10．5�
612� モントカイザー 	3黒鹿56 丹内 祐次岡田 牧雄氏 尾形 和幸 英 Mrs D. du

Feu 464 ―1：59．57 13．6�
611 インオンザレイク 牝3鹿 54 村田 一誠中村 祐子氏 中舘 英二 新冠 富本 茂喜 460 ― 〃 クビ 49．0	
12 アイヅリュウコ 牡3栗 56 杉原 誠人真部 晴德氏 小笠 倫弘 新ひだか 増本牧場 476 ―1：59．6� 345．7

36 ホワイトストーム 牡3芦 56 菅原 隆一西村 專次氏 小野 次郎 浦河 グラストレーニ

ングセンター 472 ―1：59．91
 64．4�
23 メイショウフェイト 牡3黒鹿56 内田 博幸松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 本巣 敦 468 ―2：00．11� 18．3�
713 デルマノートルダム 牡3栗 56 蛯名 正義浅沼 廣幸氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 444 ―2：00．84 45．3
11 ブーケオブジュエル 牝3栗 54 O．マーフィー �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 494 ―2：01．54 5．1�

（英）

47 ボンマリアージュ 牝3栗 54
51 ▲野中悠太郎今中 俊平氏 池上 昌和 新ひだか 矢野牧場 460 ―2：02．03 69．2�

510 ソルダートダズル 牡3青鹿56 三浦 皇成ディアレストクラブ� 田村 康仁 新ひだか 田上 徹 B490 ― 〃 クビ 68．7�
816 コズミックレイズ 牝3黒鹿54 田中 勝春ゴドルフィン 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468 ―2：03．38 95．6�
714 ユイノオールマイト 牡3鹿 56 大野 拓弥由井健太郎氏 尾関 知人 新ひだか 田湯牧場 492 ―2：05．4大差 3．1�
35 クリプトカレンシー 牝3鹿 54 宮崎 北斗山上 和良氏 林 徹 新ひだか 猪野毛牧場 450 ―2：05．72 246．3�
24 テイエムラビット 牡3青鹿56 嶋田 純次竹園 正繼氏 加藤 和宏 日高 日高テイエム

牧場株式会社 468 ―2：07．9大差 279．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，248，300円 複勝： 42，625，900円 枠連： 16，033，000円
馬連： 63，321，300円 馬単： 29，162，300円 ワイド： 42，380，800円
3連複： 81，137，900円 3連単： 97，462，200円 計： 410，371，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，950円 複 勝 � 330円 � 150円 � 240円 枠 連（4－8） 2，180円

馬 連 �� 3，060円 馬 単 �� 8，270円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 2，180円 �� 660円

3 連 複 ��� 8，770円 3 連 単 ��� 69，270円

票 数

単勝票数 計 382483 的中 � 15663（7番人気）
複勝票数 計 426259 的中 � 27526（6番人気）� 92489（1番人気）� 41597（4番人気）
枠連票数 計 160330 的中 （4－8） 5697（9番人気）
馬連票数 計 633213 的中 �� 16008（11番人気）
馬単票数 計 291623 的中 �� 2644（29番人気）
ワイド票数 計 423808 的中 �� 10642（10番人気）�� 4786（24番人気）�� 17206（6番人気）
3連複票数 計 811379 的中 ��� 6937（26番人気）
3連単票数 計 974622 的中 ��� 1020（197番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―13．1―13．6―13．0―13．3―13．3―12．9―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―37．6―51．2―1：04．2―1：17．5―1：30．8―1：43．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヘッドオブステート �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2016．2．1生 牡3栗 母 ザ グ レ ー ス 母母 グレースランド 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔騎手変更〕 ユイノオールマイト号の騎手戸崎圭太は，病気のため大野拓弥に変更。
〔その他〕 ユイノオールマイト号は，競走中に疾病〔左後肢跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除

外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コズミックレイズ号・クリプトカレンシー号・テイエムラビット号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，平成31年2月20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19頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）19頭 アクルックス号・エイカイリバティ号・オオゾラ号・カフェノヴィーン号・ココリジャスミン号・

シゲルスタールビー号・シービークラーケン号・トモジャック号・ノリオサン号・ハーモニーロータス号・
ビバーチェランラン号・フィードバック号・プリモスペード号・ペイシャジュエル号・ベストチョウサン号・
ポディウム号・マカルーテソーロ号・ヤマトフェニックス号・ラインハーベスト号

※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。



00077 1月20日 晴 良 （31中山1）第7日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時30分 （芝・右）

未勝利；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
1：57．8
1：56．1

良
良

815 レオンドーロ 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 新冠 ビッグレッドファーム 450± 02：02．5 3．6�
713 サトノエルドール 牡3鹿 56 O．マーフィー �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 追分ファーム 468＋ 2 〃 クビ 2．9�

（英）

24 ホウオウビクトリー 牡3鹿 56 大野 拓弥小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 42：02．71 8．1�
714 エターナルヴィテス 牡3鹿 56 田中 勝春永井 廣司氏 松山 将樹 浦河 櫛桁牧場 460－ 22：02．8クビ 29．5�
59 トーセンオリンピア 牡3鹿 56 内田 博幸島川 	哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 490－ 62：03．01� 23．4

510 カミノシルヴィ 牝3鹿 54 西田雄一郎村上 正喜氏 浅野洋一郎 青森 ワールドファーム 440－ 62：03．1� 23．1�
612 ストームリッパー 牡3鹿 56 C．ルメール 吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 514＋ 62：03．2クビ 3．5�
816 エコロドリーム 牡3栗 56

55 ☆木幡 巧也原村 正紀氏 岩戸 孝樹 浦河 赤田牧場 480＋102：03．3� 38．9
23 タイセイアヴァンセ 牝3黒鹿54 北村 宏司田中 成奉氏 青木 孝文 新冠 村田牧場 422－ 22：03．4� 53．1�
36 アメリオラシオン 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新ひだか 佐藤 陽一 464± 02：03．5クビ 282．9�
611 アドマイヤクロス 牡3黒鹿56 田辺 裕信近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 484＋ 82：03．6� 61．5�
11 エンジェルズライン 牝3青鹿54 江田 照男島井新一郎氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 434－ 42：04．55 215．5�
35 マリノオークション 牝3黒鹿54 柴田 善臣矢野まり子氏 牧 光二 日高 クラウン日高牧場 480＋ 42：05．24 159．3�
47 マジックパフォーム 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 松田牧場 442－ 82：05．41� 36．3�
48 アンブラッスマン 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士柴原 榮氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 508＋122：05．5� 331．0�
12 ミスターバトルマン 牡3青鹿56 的場 勇人西本 資史氏 的場 均 新ひだか グランド牧場 454＋162：05．7� 405．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，571，000円 複勝： 61，716，100円 枠連： 20，100，400円
馬連： 80，123，800円 馬単： 38，904，500円 ワイド： 59，457，500円
3連複： 121，847，400円 3連単： 145，637，500円 計： 571，358，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 120円 � 170円 枠 連（7－8） 410円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 190円 �� 370円 �� 370円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 3，990円

票 数

単勝票数 計 435710 的中 � 94699（3番人気）
複勝票数 計 617161 的中 � 122290（2番人気）� 148991（1番人気）� 77237（4番人気）
枠連票数 計 201004 的中 （7－8） 37306（1番人気）
馬連票数 計 801238 的中 �� 135896（1番人気）
馬単票数 計 389045 的中 �� 31124（2番人気）
ワイド票数 計 594575 的中 �� 95206（1番人気）�� 36718（5番人気）�� 37253（4番人気）
3連複票数 計1218474 的中 ��� 101054（2番人気）
3連単票数 計1456375 的中 ��� 26409（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．7―36．7―49．1―1：02．1―1：14．7―1：26．8―1：38．6―1：50．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レオンドーロ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2018．8．11 新潟4着

2016．5．30生 牝3黒鹿 母 コスモルーシー 母母 ジュリアクイーン 6戦1勝 賞金 13，400，000円
〔騎手変更〕 タイセイアヴァンセ号の騎手戸崎圭太は，病気のため北村宏司に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ミサトテスコ号
（非抽選馬） 1頭 ゴールデンサイクル号
※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。

00078 1月20日 晴 良 （31中山1）第7日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走13時00分 （芝・右・外）

新馬；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
1：30．7
1：30．7

良
良

714 ミッキーフォンテン 牝3青鹿 54
52 △菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 新ひだか タイヘイ牧場 410 ―1：36．0 5．8�

24 ニシノプレジール 牝3鹿 54 津村 明秀西山 茂行氏 鈴木 伸尋 新ひだか 本桐牧場 418 ―1：36．1� 13．5�
612 リーチザサミット 牡3青鹿56 的場 勇人岡田 牧雄氏 的場 均 えりも 熊沢牧場 438 ―1：36．31� 49．7�
47 コンステレーション 牝3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 394 ―1：36．4� 47．1�
48 ナムラナマステ 牝3栗 54 武士沢友治奈村 信重氏 石栗 龍彦 日高 いとう牧場 396 ―1：36．61� 91．0�
713 レッドパルテール 牝3黒鹿54 石川裕紀人 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 浦河 谷川牧場 434 ― 〃 ハナ 21．4	
59 スリーケープワキア 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎永井商事� 小島 茂之 平取 稲原牧場 454 ― 〃 クビ 104．3

23 ヒドゥンヴェール 牝3鹿 54 石橋 脩吉田 勝己氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 470 ―1：36．7クビ 7．1�
510 エクスポーネント 牡3黒鹿56 宮崎 北斗鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 木村 秀則 422 ―1：36．91� 241．7�
815 セイウンフェアリー 牝3青鹿 54

53 ☆武藤 雅西山 茂行氏 栗田 徹 新ひだか 田中 裕之 462 ―1：37．21� 23．3
611 サマーアイランド 牡3青 56 大野 拓弥�酒井牧場 奥村 武 浦河 酒井牧場 514 ―1：37．41� 2．0�
36 トーセンバイオ 牝3栗 54 菅原 隆一島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 458 ―1：37．61� 5．6�
816 アートノーブル 牝3鹿 54 三浦 皇成森山 進氏 本間 忍 新ひだか タイヘイ牧場 472 ―1：38．34 96．5�
12 マヤノトライオン 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 巧也田所 英子氏 牧 光二 平取 北島牧場 474 ―1：39．68 80．9�
35 ウ イ ン ロ ノ 牡3鹿 56

55 ☆木幡 初也�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 488 ―1：39．7� 43．2�
11 ラ レ ッ ト ル 牝3青 54 田中 勝春杉浦 和也氏 宗像 義忠 むかわ 市川牧場 450 ―1：41．8大差 206．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，184，100円 複勝： 43，091，100円 枠連： 19，723，100円
馬連： 66，272，000円 馬単： 32，080，500円 ワイド： 42，289，400円
3連複： 81，209，500円 3連単： 102，787，300円 計： 427，637，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 210円 � 380円 � 960円 枠 連（2－7） 990円

馬 連 �� 4，190円 馬 単 �� 7，920円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 4，980円 �� 6，990円

3 連 複 ��� 66，270円 3 連 単 ��� 282，270円

票 数

単勝票数 計 401841 的中 � 55134（3番人気）
複勝票数 計 430911 的中 � 65810（3番人気）� 28550（5番人気）� 9819（9番人気）
枠連票数 計 197231 的中 （2－7） 15435（4番人気）
馬連票数 計 662720 的中 �� 12240（14番人気）
馬単票数 計 320805 的中 �� 3036（24番人気）
ワイド票数 計 422894 的中 �� 9315（11番人気）�� 2158（42番人気）�� 1531（52番人気）
3連複票数 計 812095 的中 ��� 919（138番人気）
3連単票数 計1027873 的中 ��� 264（581番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．3―11．7―12．4―12．5―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．3―34．6―46．3―58．7―1：11．2―1：23．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．7―3F37．3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキーフォンテン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Cape Cross 初出走

2016．1．19生 牝3青鹿 母 ブロームフォンテン 母母 Carotene 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔騎手変更〕 アートノーブル号の騎手柴田善臣は，第5競走での入線後の落馬負傷のため三浦皇成に変更。
〔発走状況〕 ヒドゥンヴェール号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラレットル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年2月20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25頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）25頭 アイワナビリーヴ号・グッドショット号・コトブキジェダイト号・ゴールドアックス号・シゲルレッドダイヤ号・

ジョディーベルボワ号・シーズンズオブラヴ号・スズロザーナ号・スピーナ号・セイウンシェリー号・
ダイワエターナル号・ダンホーキラー号・トーヨークィーン号・ネクストスクワッド号・ノンストップ号・
パシフィスタ号・バルディッシュ号・ピースワンパラディ号・ブラックパイン号・ブラッドストーン号・
ボッケリーニ号・マリノスピカ号・ミヤコノユメ号・ラストライト号・ラスボス号



00079 1月20日 晴 良 （31中山1）第7日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時30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 7，500，000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
1：47．8

重
重

816 グラスブルース 牡5鹿 57
56 ☆木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B526＋ 81：54．8 29．2�

24 オーケストラ 牡4鹿 56 内田 博幸原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム B488＋ 21：55．12 6．4�
11 � ヒロノワカムシャ �5黒鹿57 江田 照男小野 博郷氏 柴田 政人 日高 ファーミングヤナキタ 476－ 41：55．84 17．7�
48 � チビノヴァルタン 牝6鹿 55

53 △菊沢 一樹梅澤 明氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム B450± 01：55．9クビ 117．3�
611 グロンフォール 牡4鹿 56 C．ルメール �シルクレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 572－ 2 〃 クビ 1．5�
713 ナスノカンザン 牡5鹿 57 O．マーフィー 	須野牧場 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 512± 01：56．0	 9．0

（英）

714� マイネルストラトス 牡5黒鹿57 北村 友一杉浦 和也氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 498＋101：56．42	 72．6�
59 トミケンエンデレア 牡4鹿 56 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 500± 01：56．5クビ 22．5�
23 ダンスメーカー 牡4黒鹿56 大野 拓弥G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 488＋ 6 〃 クビ 10．9�
35 アカリダイヤモンド 牡4栗 56 田辺 裕信小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 B464＋ 6 〃 ハナ 55．4�
47 オウケンスターダム 牡5鹿 57 北村 宏司福井 明氏 国枝 栄 浦河 辻 牧場 486＋ 21：56．6	 32．1�
815 フジマサクイーン 牝5鹿 55

54 ☆武藤 雅藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 斉藤スタッド B458－ 21：56．7	 197．1�
36 リセンティート 牡5鹿 57 丹内 祐次米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 及川 ミツ子 504＋ 61：56．8	 68．2�
612 トップホライゾン 牡4鹿 56

53 ▲野中悠太郎紅露 純氏 萱野 浩二 日高 庄野牧場 B508＋ 81：57．75 113．5�
510 マルターズゲイル 牡6青鹿57 嶋田 純次藤田 在子氏 伊藤 伸一 日高 天羽 禮治 486＋ 82：00．2大差 177．9�
12 � ロマングレース 牝5芦 55 田中 勝春菅 實氏 田中 剛 日高 日高大洋牧場 446＋ 62：03．8大差 315．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，246，400円 複勝： 140，322，800円 枠連： 22，421，200円
馬連： 89，997，400円 馬単： 57，262，200円 ワイド： 67，772，300円
3連複： 127，439，800円 3連単： 210，653，700円 計： 761，115，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，920円 複 勝 � 1，270円 � 450円 � 730円 枠 連（2－8） 5，890円

馬 連 �� 8，060円 馬 単 �� 21，720円

ワ イ ド �� 2，040円 �� 3，760円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 36，200円 3 連 単 ��� 270，300円

票 数

単勝票数 計 452464 的中 � 12395（7番人気）
複勝票数 計1403228 的中 � 27645（8番人気）� 88776（2番人気）� 50350（5番人気）
枠連票数 計 224212 的中 （2－8） 2946（15番人気）
馬連票数 計 899974 的中 �� 8651（19番人気）
馬単票数 計 572622 的中 �� 1977（47番人気）
ワイド票数 計 677723 的中 �� 8583（21番人気）�� 4581（32番人気）�� 10969（14番人気）
3連複票数 計1274398 的中 ��� 2640（82番人気）
3連単票数 計2106537 的中 ��� 565（485番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―37．4―50．4―1：02．9―1：15．6―1：28．4―1：41．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グラスブルース �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2017．4．22 東京6着

2014．3．30生 牡5鹿 母 グラスブロード 母母 Magic Broad 19戦2勝 賞金 27，150，000円
〔騎手変更〕 オーケストラ号の騎手戸崎圭太は，病気のため内田博幸に変更。

ロマングレース号の騎手柴田善臣は，第5競走での入線後の落馬負傷のため田中勝春に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マルターズゲイル号・ロマングレース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年

2月20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 イルルーメ号
※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。

00080 1月20日 晴 良 （31中山1）第7日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走14時00分 （ダート・右）
1000万円以下；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

714 エ ニ グ マ 牡5鹿 57 O．マーフィー 石瀬 浩三氏 高橋 文雅 日高 いとう牧場 500＋ 41：11．0 1．8�
（英）

35 ブラックランナー 牡5鹿 57 三浦 皇成 �カナヤマホール
ディングス 鈴木 孝志 新ひだか 千代田牧場 470＋ 61：11．21 5．9�

12 スズカゴーディー 牡5黒鹿57 田辺 裕信永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 B482＋ 21：11．41� 5．7�
11 ダイワスキャンプ 	7鹿 57 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム 436＋ 41：11．5
 16．2�
713 ボクノナオミ 牝7鹿 55

53 △菊沢 一樹塩澤 正樹氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 496＋ 41：11．6
 20．4�
816� グランティエラ 牡5鹿 57

54 ▲山田 敬士 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 清水 英克 新ひだか グローリーファーム 510＋101：11．8
 25．9	

510 キセキノムスメ 牝6青鹿55 田中 勝春
協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 460＋ 2 〃 アタマ 205．1�
24 � ゼットマックイーン 牡6鹿 57 大野 拓弥
フォーレスト 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 460－ 41：11．9
 58．2�
47 ト ッ カ ー タ 牡4黒鹿 56

55 ☆武藤 雅門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか フジワラフアーム 480± 0 〃 ハナ 48．6
59 � エタニティーワルツ 牡6黒鹿57 石川裕紀人村島 昭男氏 大和田 成 新ひだか 及川 幸夫 506＋121：12．1
 85．2�
611 ギ ン ゴ ー 牡6鹿 57 江田 照男
ミルファーム 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 B506＋ 21：12．31� 61．5�
48 メイショウタラチネ 牝7黒鹿55 内田 博幸松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 B474＋ 4 〃 クビ 95．0�
815 コスモジョーカー 牡4鹿 56

53 ▲野中悠太郎 
ビッグレッドファーム 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 506－ 21：12．51 161．3�
36 エ ッ シ ャ ー 	5栗 57 津村 明秀小田 吉男氏 中竹 和也 新冠 ハクツ牧場 480＋101：12．92� 18．9�
23 キョウエイスコール 牡6栗 57

56 ☆木幡 巧也田中 晴夫氏 勢司 和浩 新ひだか ヒサイファーム 502± 01：13．0
 249．6�
612 ア ー ヒ ラ 牝4芦 54 杉原 誠人
ミルファーム 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 442＋ 81：13．42� 13．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，457，000円 複勝： 71，587，600円 枠連： 30，137，200円
馬連： 110，831，400円 馬単： 53，962，900円 ワイド： 77，588，600円
3連複： 155，943，400円 3連単： 204，782，200円 計： 757，290，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 140円 � 150円 枠 連（3－7） 420円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 230円 �� 230円 �� 430円

3 連 複 ��� 780円 3 連 単 ��� 2，400円

票 数

単勝票数 計 524570 的中 � 226782（1番人気）
複勝票数 計 715876 的中 � 213903（1番人気）� 111947（2番人気）� 102214（3番人気）
枠連票数 計 301372 的中 （3－7） 54837（2番人気）
馬連票数 計1108314 的中 �� 163053（1番人気）
馬単票数 計 539629 的中 �� 57215（2番人気）
ワイド票数 計 775886 的中 �� 89170（2番人気）�� 90975（1番人気）�� 40461（4番人気）
3連複票数 計1559434 的中 ��� 148347（1番人気）
3連単票数 計2047822 的中 ��� 61607（2番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．3―11．8―12．2―13．1

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ ニ グ マ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 Nureyev デビュー 2016．12．11 中山7着

2014．3．26生 牡5鹿 母 ヴィーナスコロニー 母母 Magna of Illusions 19戦4勝 賞金 69，837，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



00081 1月20日 晴 良 （31中山1）第7日 第9競走 ��1，600�
な はな

菜 の 花 賞
発走14時35分 （芝・右・外）

牝，3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

44 コントラチェック 牝3黒鹿54 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 466－ 21：33．8 1．4�
55 タ ン タ ラ ス 牝3鹿 54 O．マーフィー �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 454－161：34．33 8．7�

（英）

89 ポ リ ア ン サ 牝3栗 54 石橋 脩佐藤 壽男氏 木村 哲也 洞�湖 レイクヴィラファーム 460± 01：34．61� 25．5�
11 スペキュラース 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 458＋ 21：35．02� 30．0�
88 ブリッツアウェイ 牝3黒鹿54 内田 博幸吉田 照哉氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 434－ 6 〃 アタマ 8．5�
77 シトラスノキセキ 牝3鹿 54 田辺 裕信加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 438－ 41：35．21� 6．1	
66 	 ユニバーサルレディ 牝3鹿 54 北村 宏司沖田 正憲氏 萱野 浩二 日高 沖田牧場 454± 01：35．41 16．2

33 チェリーレッド 牝3青鹿54 勝浦 正樹佐藤 良二氏 小野 次郎 新ひだか 前谷 武志 446－ 81：35．93 101．6�
22 ヘリンヌリング 牝3青 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 436＋ 21：36．22 258．9
（9頭）

売 得 金
単勝： 67，620，700円 複勝： 167，666，500円 枠連： 15，069，600円
馬連： 98，869，000円 馬単： 71，447，500円 ワイド： 67，412，300円
3連複： 116，423，200円 3連単： 342，863，300円 計： 947，372，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 180円 � 310円 枠 連（4－5） 480円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 250円 �� 530円 �� 1，770円

3 連 複 ��� 2，450円 3 連 単 ��� 5，710円

票 数

単勝票数 計 676207 的中 � 383116（1番人気）
複勝票数 計1676665 的中 � 1250627（1番人気）� 76341（4番人気）� 35429（6番人気）
枠連票数 計 150696 的中 （4－5） 23971（3番人気）
馬連票数 計 988690 的中 �� 155342（3番人気）
馬単票数 計 714475 的中 �� 88262（3番人気）
ワイド票数 計 674123 的中 �� 81751（3番人気）�� 31408（6番人気）�� 8395（19番人気）
3連複票数 計1164232 的中 ��� 35582（11番人気）
3連単票数 計3428633 的中 ��� 43529（19番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．1―11．5―12．2―11．9―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．5―34．6―46．1―58．3―1：10．2―1：21．7

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

勝馬の
紹 介

コントラチェック �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Halling デビュー 2018．7．8 函館3着

2016．4．1生 牝3黒鹿 母 リッチダンサー 母母 Fairy Flight 4戦2勝 賞金 21，090，000円
〔騎手変更〕 ブリッツアウェイ号の騎手戸崎圭太は，病気のため内田博幸に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

00082 1月20日 晴 良 （31中山1）第7日 第10競走 ��
��1，800�アレキサンドライトステークス

発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

77 アナザートゥルース �5栗 57 C．ルメール �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 482－ 41：53．8 1．5�

55 バイタルフォース �7鹿 57 三浦 皇成前田 幸治氏 萩原 清 新冠 株式会社
ノースヒルズ 506± 0 〃 クビ 35．2�

33 ブライトンロック 牡5黒鹿57 田辺 裕信坂巻 勝彦氏 田中 清隆 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 466± 01：53．9	 6．1�

11 クリノライメイ 牡5青鹿57 蛯名 正義栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 502－ 21：54．11
 18．0�
89 ローレルリーベ 牡5栗 57 嘉藤 貴行 �ローレルレーシング 奥平 雅士 日高 リコーファーム 510＋ 41：54．52� 14．5�
44 ニーマルサンデー 牡5青鹿57 大野 拓弥板橋 秋氏 田村 康仁 新ひだか 畠山牧場 476－ 21：55．45 7．1	
22 サイドチェンジ 牡5黒鹿57 石橋 脩大塚 亮一氏 池上 昌和 新ひだか 平野牧場 B518－ 21：55．61� 11．6

88 マイネルトゥラン 牡6黒鹿57 柴田 大知 �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 B502－ 41：55．91	 167．8�
66 ネイビーブルー 牡6鹿 57 O．マーフィー 青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 510± 01：56．11
 24．7�

（英）

（9頭）

売 得 金
単勝： 52，884，800円 複勝： 141，597，100円 枠連： 20，823，600円
馬連： 120，944，600円 馬単： 73，143，300円 ワイド： 77，035，800円
3連複： 150，055，300円 3連単： 369，503，800円 計： 1，005，988，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 280円 � 160円 枠 連（5－7） 1，900円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 2，430円

ワ イ ド �� 540円 �� 180円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 2，130円 3 連 単 ��� 8，740円

票 数

単勝票数 計 528848 的中 � 280526（1番人気）
複勝票数 計1415971 的中 � 991481（1番人気）� 38163（7番人気）� 94851（2番人気）
枠連票数 計 208236 的中 （5－7） 8487（7番人気）
馬連票数 計1209446 的中 �� 47406（7番人気）
馬単票数 計 731433 的中 �� 22503（9番人気）
ワイド票数 計 770358 的中 �� 32637（8番人気）�� 137739（1番人気）�� 10817（18番人気）
3連複票数 計1500553 的中 ��� 52692（10番人気）
3連単票数 計3695038 的中 ��� 30631（31番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―12．2―12．2―12．0―12．5―13．1―13．4―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．9―37．1―49．3―1：01．3―1：13．8―1：26．9―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．5―3F40．0
1
3
2－（6，7）8（4，9）5－3－1
2＝6（8，7）（4，9，3）5，1

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

勝馬の
紹 介

アナザートゥルース 
�
父 アイルハヴアナザー 

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．3．5 中山1着

2014．3．20生 �5栗 母 キョウエイトルース 母母 キョウエイヨシノ 13戦5勝 賞金 90，513，000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。

２レース目



00083 1月20日 晴 良 （31中山1）第7日 第11競走 ��
��2，200�第60回アメリカジョッキークラブカップ（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，30．1．20以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬1�増，30．1．19以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳
時の成績を除く）

アメリカジョッキークラブ賞（1着）
賞 品

本 賞 62，000，000円 25，000，000円 16，000，000円 9，300，000円 6，200，000円
付 加 賞 770，000円 220，000円 110，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．9

良
良

78 シ ャ ケ ト ラ 牡6青鹿56 石橋 脩金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 522＋ 22：13．7 38．5�

44 フィエールマン 牡4鹿 57 C．ルメール �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 480± 0 〃 アタマ 1．7�
810 メートルダール 牡6鹿 56 O．マーフィー �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 488＋ 22：13．8� 25．9�

（英）

11 ジェネラーレウーノ 牡4青鹿56 田辺 裕信 �Gリビエール・
レーシング 矢野 英一 日高 新生ファーム 514＋ 82：14．11	 3．0�

811
 サクラアンプルール 牡8栗 56 蛯名 正義�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 488＋ 22：14．31� 13．6	
55 ダンビュライト 牡5黒鹿57 北村 友一 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 490－ 62：14．4� 7．3

79 
 ショウナンバッハ 牡8鹿 56 三浦 皇成国本 哲秀氏 上原 博之 日高 ヤナガワ牧場 B458＋ 42：14．5	 77．7�
67 ステイインシアトル 牡8黒鹿56 内田 博幸青芝商事� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 490－ 62：14．6� 30．3�
33 マイネルミラノ 牡9栗 56 柴田 大知 �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 490－ 22：14．92 356．1
66 ミライヘノツバサ 牡6芦 56 北村 宏司三島 宣彦氏 伊藤 大士 青森 諏訪牧場 504＋ 82：15．0クビ 49．4�
22 アクションスター 牡9栗 56 大野 拓弥福井 明氏 和田 勇介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋12 〃 クビ 473．1�
（11頭）

売 得 金
単勝： 309，218，000円 複勝： 427，627，700円 枠連： 126，804，500円 馬連： 737，998，700円 馬単： 426，970，100円
ワイド： 434，046，100円 3連複： 1，158，770，400円 3連単： 2，816，464，300円 5重勝： 804，691，300円 計： 7，242，591，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，850円 複 勝 � 550円 � 110円 � 340円 枠 連（4－7） 1，670円

馬 連 �� 2，820円 馬 単 �� 11，590円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 5，570円 �� 690円

3 連 複 ��� 11，560円 3 連 単 ��� 123，550円

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

キャリーオーバー なし����� 680，290円

票 数

単勝票数 計3092180 的中 � 64197（7番人気）
複勝票数 計4276277 的中 � 100682（8番人気）� 2222268（1番人気）� 175606（5番人気）
枠連票数 計1268045 的中 （4－7） 58582（7番人気）
馬連票数 計7379987 的中 �� 202434（9番人気）
馬単票数 計4269701 的中 �� 27616（27番人気）
ワイド票数 計4340461 的中 �� 105581（12番人気）�� 19016（32番人気）�� 168226（6番人気）
3連複票数 計11587704 的中 ��� 75179（31番人気）
3連単票数 計28164643 的中 ��� 16527（217番人気）
5重勝票数 計8046913 的中 ����� 828

ハロンタイム 12．5―11．5―12．7―12．6―12．9―12．8―12．4―11．7―11．8―10．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―24．0―36．7―49．3―1：02．2―1：15．0―1：27．4―1：39．1―1：50．9―2：01．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．3―3F34．6
1
3
7，1，6－8，5，4（3，10，11）－9－2
7（1，6）（5，8）（3，4，10）11（2，9）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シ ャ ケ ト ラ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Singspiel デビュー 2016．6．12 阪神1着

2013．3．17生 牡6青鹿 母 サ マ ー ハ 母母 Genovefa 12戦5勝 賞金 207，355，000円
〔騎手変更〕 シャケトラ号の騎手戸崎圭太は，病気のため石橋脩に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

00084 1月20日 晴 良 （31中山1）第7日 第12競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走16時20分 （芝・右）

牝，1000万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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
1：44．9
1：43．9

良
良

77 ダノングレース 牝4鹿 54 三浦 皇成�ダノックス 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 432＋ 41：49．5 4．5�
22 アヴィオール 牝4鹿 54 C．ルメール 吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 456＋101：49．71� 2．9�
66 レッドベルローズ 牝4青鹿54 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 468＋12 〃 ハナ 3．6�

（英）

810 ヴェロニカグレース 牝4黒鹿54 津村 明秀 �シルクレーシング 武市 康男 安平 ノーザンファーム 488－ 2 〃 クビ 7．1�
33 ロフティフレーズ 牝4黒鹿54 田辺 裕信水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 458＋ 81：49．91� 7．5	
89 カレンシリエージョ 牝4栗 54 内田 博幸鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：50．0� 11．6

44 フロムマイハート 牝6栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム B444－ 41：50．42� 41．0�
78 カ レ ン 牝5栗 55 江田 照男�ミルファーム 伊藤 正徳 新ひだか 藤沢牧場 490＋ 41：50．5クビ 151．4�
55 ユメノマイホーム 牝7栗 55 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 470＋ 21：50．82 109．4
11 デュッセルドルフ 牝4栗 54 石川裕紀人保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 472± 01：50．9� 66．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 115，660，000円 複勝： 95，297，900円 枠連： 41，554，300円
馬連： 223，786，000円 馬単： 103，810，700円 ワイド： 123，381，600円
3連複： 258，504，800円 3連単： 510，474，100円 計： 1，472，469，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 150円 � 140円 � 140円 枠 連（2－7） 810円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 300円 �� 240円 �� 220円

3 連 複 ��� 660円 3 連 単 ��� 5，310円

票 数

単勝票数 計1156600 的中 � 204944（3番人気）
複勝票数 計 952979 的中 � 157713（3番人気）� 185041（1番人気）� 184164（2番人気）
枠連票数 計 415543 的中 （2－7） 39484（5番人気）
馬連票数 計2237860 的中 �� 211653（3番人気）
馬単票数 計1038107 的中 �� 36259（9番人気）
ワイド票数 計1233816 的中 �� 98196（3番人気）�� 133768（2番人気）�� 149234（1番人気）
3連複票数 計2585048 的中 ��� 290924（1番人気）
3連単票数 計5104741 的中 ��� 69684（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―25．5―38．0―50．6―1：02．7―1：14．7―1：26．7―1：37．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F34．8
1
3
10－9（2，6）－（1，7）－3（5，8）－4
10，9－（2，6）（1，7）－3，5，8－4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノングレース �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Oratorio デビュー 2017．8．19 札幌1着

2015．1．6生 牝4鹿 母 チェリーコレクト 母母 Holy Moon 9戦3勝 賞金 39，096，000円
〔騎手変更〕 カレンシリエージョ号の騎手戸崎圭太は，病気のため内田博幸に変更。
※カレン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

５レース目



（31中山1）第7日 1月20日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 166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

289，370，000円
2，590，000円
24，700，000円
1，750，000円
34，960，000円
1，000，000円
67，286，250円
4，503，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
868，615，300円
1，449，736，200円
363，634，000円
1，787，989，000円
995，907，900円
1，139，708，200円
2，536，919，900円
5，181，908，500円
804，691，300円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 15，129，110，300円

総入場人員 25，270名 （有料入場人員 22，874名）



平成31年度 第1回中山競馬 総計

競走回数 84回 出走延頭数 1，256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

1，733，940，000円
25，920，000円
146，970，000円
11，180，000円
200，140，000円
1，000，000円
512，540，250円
35，977，200円
12，057，600円

勝馬投票券売得金
5，494，025，500円
8，201，364，300円
2，890，082，900円
13，505，975，700円
6，025，412，000円
8，006，135，900円
18，885，046，300円
28，263，549，300円
804，691，300円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 92，076，283，200円

総入場延人員 175，595名 （有料入場延人員 160，465名）


	名称未設定
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