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オッズ・
単勝
人気

02013 1月19日 曇 重 （2小倉1） 第2日 第1競走 1，700�3歳未勝利
発走9時50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
1：41．8
1：40．9

不良
重

46 ジョーコレット 牡3芦 56
53 ▲亀田 温心上田けい子氏 松下 武士 浦河 斉藤 政志 532＋ 61：46．3 8．3�

11 クリノヴィンセント 牡3鹿 56
53 ▲団野 大成栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 新冠 つつみ牧場 472－ 21：46．51� 2．4�

611 マドルガーダ 牝3栗 54 藤岡 佑介�ノースヒルズ 笹田 和秀 新冠 株式会社
ノースヒルズ 456± 01：47．35 4．0�

713 アイドンノー 牡3黒鹿56 松若 風馬薪浦 亨氏 牧田 和弥 むかわ 上水牧場 474－ 41：47．51 7．5�
815 ネクサスアルカナム 牡3栗 56

54 △斎藤 新吉田 勝己氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 490－ 81：47．71� 30．4�
814 メイショウマコモ 牡3黒鹿56 吉田 隼人松本 好雄氏 本田 優 浦河 林 孝輝 472－ 21：48．65 6．1	
23 エリンクロノス 牡3栗 56

53 ▲小林 凌大田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 大栄牧場 B496－12 〃 アタマ 230．9

22 リインフォース 牡3黒鹿56 �島 克駿ディアレストクラブ� 石坂 公一 浦河 谷川牧場 460－ 21：48．81� 34．0�
35 カシノシャイニング 牡3鹿 56 菱田 裕二柏木 務氏 藤沢 則雄 浦河 木戸口牧場 434－ 21：48．9クビ 82．3�
34 マルカブレーブ 牡3黒鹿 56

55 ☆西村 淳也日下部 猛氏 松永 昌博 新冠 長浜牧場 464± 01：49．32� 29．6
610 カシノピアレス 牝3栗 54 柴田 大知柏木 務氏 和田 雄二 鹿児島 柏木 務 474－ 41：50．15 231．7�
47 ノーブルフェアリー 牝3黒鹿54 勝浦 正樹吉木 伸彦氏 水野 貴広 日高 槇本牧場 474－ 41：50．2クビ 163．7�
58 ト モ エ タ カ 牡3鹿 56 黛 弘人石井 義孝氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 426－141：50．83� 74．0�
712 ミ ド ゥ ス 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 厚真 阿部 栄乃進 444－181：51．54 247．1�
59 ジェシーハート 牡3黒鹿56 中谷 雄太佐藤 範夫氏 矢作 芳人 青森 ワールドファーム 444± 01：51．7� 24．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 18，565，600円 複勝： 28，670，600円 枠連： 7，727，200円
馬連： 37，775，600円 馬単： 19，398，500円 ワイド： 31，748，200円
3連複： 61，101，400円 3連単： 71，607，300円 計： 276，594，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 170円 � 110円 � 140円 枠 連（1－4） 740円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 2，230円

ワ イ ド �� 340円 �� 610円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 9，300円

票 数

単勝票数 計 185656 的中 � 17829（5番人気）
複勝票数 計 286706 的中 � 32042（4番人気）� 88668（1番人気）� 48461（2番人気）
枠連票数 計 77272 的中 （1－4） 7991（3番人気）
馬連票数 計 377756 的中 �� 36903（3番人気）
馬単票数 計 193985 的中 �� 6520（7番人気）
ワイド票数 計 317482 的中 �� 23961（3番人気）�� 11758（7番人気）�� 35482（1番人気）
3連複票数 計 611014 的中 ��� 39459（2番人気）
3連単票数 計 716073 的中 ��� 5582（22番人気）

ハロンタイム 7．1―10．7―11．1―13．1―13．3―13．2―12．5―12．4―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．8―28．9―42．0―55．3―1：08．5―1：21．0―1：33．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F37．8
1
3

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

勝馬の
紹 介

ジョーコレット �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．8．17 小倉6着

2017．3．21生 牡3芦 母 ジョーイロンデル 母母 ジョーテンオン 7戦1勝 賞金 6，850，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミドゥス号・ジェシーハート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月19日まで

平地競走に出走できない。

02014 1月19日 曇 重 （2小倉1） 第2日 第2競走 1，000�4歳以上1勝クラス
発走10時20分 （ダート・右）（500万円以下）

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

中央レコード
56．9
56．9

重
重

33 リフタスフェルト 牝4鹿 54
53 ☆西村 淳也 �キャロットファーム �島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 8 58．6 7．0�
813 メイショウソウビ �6鹿 57

54 ▲亀田 温心松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 478－10 〃 ハナ 11．2�
22 シルヴァーメテオ 牡6芦 57

54 ▲山田 敬士ライオンレースホース� 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 502＋32 58．81� 154．5�
69 ガーデンコンサート 牝4鹿 54

52 ◇藤田菜七子 �グリーンファーム尾関 知人 新冠 ハシモトフアーム B472＋12 59．01 11．9�
711 トーホウレジーナ 牝6栗 55 �島 克駿東豊物産� 高橋 亮 浦河 有限会社

吉田ファーム 484－ 2 59．21 6．5	
46 スリーチェイサー 牡5鹿 57 黛 弘人永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 482－ 4 〃 クビ 18．3

712 シルバークレイン 牝4芦 54 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 前谷 武志 456＋10 〃 クビ 18．5�
57 サノノショウグン �6栗 57 横山 武史佐野 信幸氏 清水 英克 日高 豊洋牧場 B460＋ 4 59．41� 9．6�
610 メガポリゴン 牡6鹿 57 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 538＋ 8 59．5� 50．2
11 ライクアジャーニー 牝5鹿 55 松若 風馬大塚 亮一氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 466－10 〃 ハナ 9．6�
45 メイショウメイリン 牡4黒鹿 56

54 △斎藤 新松本 好雄氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 464＋ 6 59．6クビ 6．3�
58 フ ァ ロ 牝4黒鹿 54

51 ▲団野 大成�三嶋牧場 和田 勇介 浦河 三嶋牧場 476＋141：00．13 3．7�
814 スマートスリロス 牝4鹿 54 柴田 大知大川 徹氏 粕谷 昌央 日高 本間牧場 518＋101：00．31� 139．3�
34 ジーガーローレンス 牝4鹿 54 嶋田 純次�ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 B506＋ 61：00．51� 93．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，844，600円 複勝： 38，806，700円 枠連： 9，500，000円
馬連： 46，655，600円 馬単： 20，068，300円 ワイド： 37，335，900円
3連複： 69，912，000円 3連単： 73，286，200円 計： 320，409，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 360円 � 400円 � 3，360円 枠 連（3－8） 4，010円

馬 連 �� 4，230円 馬 単 �� 6，940円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 10，740円 �� 12，010円

3 連 複 ��� 109，460円 3 連 単 ��� 446，490円

票 数

単勝票数 計 248446 的中 � 28332（4番人気）
複勝票数 計 388067 的中 � 31178（6番人気）� 26512（7番人気）� 2664（13番人気）
枠連票数 計 95000 的中 （3－8） 1833（18番人気）
馬連票数 計 466556 的中 �� 8534（19番人気）
馬単票数 計 200683 的中 �� 2166（31番人気）
ワイド票数 計 373359 的中 �� 6681（18番人気）�� 884（65番人気）�� 790（70番人気）
3連複票数 計 699120 的中 ��� 479（209番人気）
3連単票数 計 732862 的中 ��� 119（998番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．5―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．8―34．3―46．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F35．8
3 3（11，12）（7，13）9，14（1，5）（6，8）－（2，10）－4 4 3（7，11）（12，13）（1，9）（6，5）（2，14）8，10＝4

勝馬の
紹 介

リフタスフェルト �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 Stravinsky デビュー 2018．11．24 京都8着

2016．2．12生 牝4鹿 母 アドマイヤレッド 母母 プリンシピウム 8戦2勝 賞金 17，200，000円
〔発走状況〕 メイショウメイリン号は，枠内駐立不良〔突進〕。枠外に跳び出し馬体検査。前扉が破損したため外枠から発走。発走時

刻6分遅延。
〔制裁〕 メイショウメイリン号の騎手斎藤新は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 メイショウメイリン号は，令和2年1月20日から令和2年2月9日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ミヤジシルフィード号
（非抽選馬） 1頭 ウェーブガイア号

第１回 小倉競馬 第２日



02015 1月19日 曇 重 （2小倉1） 第2日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走10時50分 （芝・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
1：44．1
1：43．9

良
良

24 ウインローズブーケ 牝3黒鹿 54
52 △斎藤 新�ウイン 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム 416－ 41：50．9 4．1�

815 パ イ ネ 牝3黒鹿54 横山 武史金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 424－ 2 〃 アタマ 4．0�

713 タンジェリンムーン 牝3芦 54 �島 克駿 �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 420± 0 〃 クビ 11．4�
612 フローラルピース 牝3鹿 54

51 ▲団野 大成髙橋 正雄氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 428± 01：51．53� 85．7�
11 アーニングフェイム 牝3黒鹿 54

53 ☆西村 淳也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 浜田多実雄 新ひだか 静内白井牧場 440－121：51．81� 65．3	

36 ランクリッツ 牝3鹿 54 �島 良太�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 416± 01：52．01 54．6

48 タムロシャイン 牝3芦 54

51 ▲亀田 温心谷口 屯氏 西園 正都 日高 天羽牧場 440＋ 6 〃 クビ 17．2�
59 エリーズタイフーン 牝3芦 54 高倉 稜二口 雅一氏 吉田 直弘 新冠 イワミ牧場 430－101：52．2� 351．9�
714 アマノエリザベート 牝3栗 54 松若 風馬中村 孝氏 中竹 和也 浦河 丸村村下

ファーム 480＋16 〃 ハナ 58．0
816 セ コ イ ア 牝3栗 54 木幡 初也鈴木 芳夫氏 竹内 正洋 新ひだか 見上牧場 452＋ 41：52．52 107．5�
47 カシマホオズキ 牝3青鹿 54

52 ◇藤田菜七子松浦 一久氏 加藤士津八 浦河 信成牧場 418＋ 21：52．6クビ 42．4�
510 レッドエーデル 牝3黒鹿54 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 428－ 61：53．02� 4．9�
35 モ リ ン ガ 牝3黒鹿54 黛 弘人中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか タイヘイ牧場 486－ 61：53．31� 64．4�
23 ア ヴ ェ イ ル 牝3黒鹿54 吉田 隼人佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 446－ 41：53．62 4．5�
12 ユ ラ ヒ メ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹会田 浩史氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 432－ 41：53．7� 282．1�
611 テイエムミラージュ 牝3鹿 54 古川 吉洋竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 468± 01：54．01� 13．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，903，100円 複勝： 38，635，800円 枠連： 10，500，200円
馬連： 40，303，400円 馬単： 18，451，100円 ワイド： 36，501，000円
3連複： 58，060，400円 3連単： 62，425，000円 計： 289，780，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 170円 � 160円 � 270円 枠 連（2－8） 500円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 2，260円

ワ イ ド �� 400円 �� 820円 �� 990円

3 連 複 ��� 3，220円 3 連 単 ��� 15，300円

票 数

単勝票数 計 249031 的中 � 48390（2番人気）
複勝票数 計 386358 的中 � 61876（3番人気）� 70702（1番人気）� 30401（5番人気）
枠連票数 計 105002 的中 （2－8） 16275（1番人気）
馬連票数 計 403034 的中 �� 32051（1番人気）
馬単票数 計 184511 的中 �� 6099（9番人気）
ワイド票数 計 365010 的中 �� 25376（2番人気）�� 11021（8番人気）�� 8972（13番人気）
3連複票数 計 580604 的中 ��� 13512（5番人気）
3連単票数 計 624250 的中 ��� 2957（28番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．5―35．5―47．9―1：00．3―1：12．9―1：25．6―1：38．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F38．0
1
3
12（3，7，11）14（9，15）（5，10，16）（2，4）13（1，6）8
12（3，7）11（9，14，15）－10（5，4）（16，8）（13，1）－6－2

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

勝馬の
紹 介

ウインローズブーケ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2019．6．16 阪神11着

2017．2．5生 牝3黒鹿 母 ラヴァーズナット 母母 イージーラヴァー 6戦1勝 賞金 10，400，000円
〔その他〕 テイエムミラージュ号は，3コーナーから最後の直線コースにかけて外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。

02016 1月19日 曇 重 （2小倉1） 第2日 第4競走 ��1，200�3歳未勝利
発走11時20分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

24 コスモアンジュ 牝3鹿 54 丹内 祐次岡田 繁幸氏 武藤 善則 新冠 安達 洋生 468± 01：09．9 2．3�
36 スターオブフォース 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大光安 了氏 土田 稔 新ひだか 小野 秀治 460＋121：10．53� 62．7�
816 タイセイレフィーノ 牝3鹿 54

53 ☆西村 淳也田中 成奉氏 森田 直行 登別 登別上水牧場 462＋ 61：10．92� 14．6�
715 ブラックスプルース 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 青森 石田 英機 456－ 41：11．1� 68．6�
23 ミツカネショコラ 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子小山田 満氏 清水 英克 平取 川向高橋育
成牧場 398－ 4 〃 アタマ 9．5�

611 ポートメイリオン 牝3青 54
52 △斎藤 新中村 祐子氏 尾形 和幸 新ひだか ケイアイファーム 418－ 2 〃 ハナ 23．9	

11 ワンスウィートデイ 牡3鹿 56
53 ▲団野 大成 �グリーンファーム牧浦 充徳 新ひだか 前田ファーム 476＋101：11．42 12．3


12 � ブレイムドーター 牝3鹿 54 菱田 裕二小川眞査雄氏 小野 次郎 米 Indian Creek
& Nicky Drion 392± 01：11．5クビ 20．0�

612 ア リ シ ア 牝3青鹿54 �島 克駿前田 葉子氏 高野 友和 新ひだか 矢野牧場 438－121：11．6� 59．1�
714 ホウオウレガシー 牡3鹿 56 横山 武史小笹 芳央氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 478± 0 〃 アタマ 30．8
818 ニシノストーム 牡3鹿 56 木幡 初也西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 村上 欽哉 484－ 8 〃 アタマ 15．8�
510� セイウンヒュージ 牡3鹿 56 勝浦 正樹西山 茂行氏 田所 秀孝 米 Pope McLean 476＋ 21：11．81	 4．9�
47 ペリトモレノ 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 浦河 猿橋 義昭 456－121：12．11� 154．4�
48 スカイティアラ 牝3鹿 54 黛 弘人 �YGGホースクラブ 田中 清隆 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 408＋ 21：12．73� 275．7�
817 タガノヴィアトゥル 牝3鹿 54 藤岡 佑介八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 424－ 21：13．02 146．7�
59 チ ュ ウ ア イ 牡3鹿 56 �島 良太西本 資史氏 西橋 豊治 新ひだか 原 弘之 442－ 2 〃 ハナ 14．4�
713 ジュネスドール 牡3鹿 56 吉田 隼人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 久詞 日高 賀張中川牧場 454＋101：13．1クビ 30．2�
35 カールジェシ 牝3青 54

51 ▲山田 敬士�中山牧場 高市 圭二 平取 坂東牧場 430＋ 21：13．42 72．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 27，090，600円 複勝： 40，274，600円 枠連： 12，977，000円
馬連： 42，859，500円 馬単： 21，949，800円 ワイド： 40，975，700円
3連複： 68，079，200円 3連単： 76，371，400円 計： 330，577，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 980円 � 410円 枠 連（2－3） 2，940円

馬 連 �� 5，880円 馬 単 �� 9，890円

ワ イ ド �� 1，920円 �� 770円 �� 6，930円

3 連 複 ��� 25，890円 3 連 単 ��� 128，760円

票 数

単勝票数 計 270906 的中 � 92557（1番人気）
複勝票数 計 402746 的中 � 110325（1番人気）� 7794（12番人気）� 20939（8番人気）
枠連票数 計 129770 的中 （2－3） 3420（12番人気）
馬連票数 計 428595 的中 �� 5647（16番人気）
馬単票数 計 219498 的中 �� 1663（30番人気）
ワイド票数 計 409757 的中 �� 5423（17番人気）�� 14349（5番人気）�� 1463（68番人気）
3連複票数 計 680792 的中 ��� 1972（79番人気）
3連単票数 計 763714 的中 ��� 430（374番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．1―11．9―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．7―45．6―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F36．2
3 ・（4，18）1（13，16）（3，15）－（6，5，14）9（7，12）（2，10）（8，11）－17 4 4（1，18）－16（3，15）6－（13，14）12（7，9，11）（2，5，10）8＝17
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモアンジュ �
�
父 トゥザワールド �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．7．28 新潟4着

2017．5．17生 牝3鹿 母 ゴールドエンジェル 母母 エストレリータ 6戦1勝 賞金 12，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タガノヴィアトゥル号・チュウアイ号・ジュネスドール号・カールジェシ号は，「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 テーオーソクラテス号



02017 1月19日 曇 重 （2小倉1） 第2日 第5競走 2，000�3歳未勝利
発走12時10分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

814 ホウオウエクレール 牡3鹿 56
53 ▲亀田 温心小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 490－ 62：03．0 5．8�

22 ベイキングヒート 牡3黒鹿 56
55 ☆西村 淳也�G1レーシング 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 62：03．53 27．0�
59 デルマラッキーガイ 牡3黒鹿56 松若 風馬浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 486＋ 42：03．92� 12．2�
23 ビクトリーシューズ 牡3芦 56 藤岡 佑介呉本 昌時氏 今野 貞一 新ひだか チャンピオンズファーム 452－ 8 〃 ハナ 5．8�
35 ソニックベガ 牝3黒鹿 54

51 ▲団野 大成 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 436－ 62：04．21� 7．3	
610 ボ マ ラ イ ン 牡3鹿 56 勝浦 正樹野嶋 祥二氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 468－ 22：04．41� 10．6

611 ランサムトラップ 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子福田 光博氏 根本 康広 新冠 中山 高鹿康 416± 0 〃 ハナ 52．0�
815 ソフトフルート 牝3黒鹿54 吉田 隼人ゴドルフィン 松田 国英 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462－ 62：04．93 2．5�
47 マイネルパイオニア 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中舘 英二 浦河 ガーベラパー
クスタツド 466－ 22：05．11� 31．3

34 トーホウウルマン 牡3鹿 56
54 △斎藤 新東豊物産� 石坂 正 新ひだか 千代田牧場 474－ 62：05．95 312．4�

713 ウォルフライエ 牡3鹿 56 荻野 極�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 484＋ 22：06．32� 37．9�
11 スカイヴァルキリー 牝3鹿 54 横山 武史杉山 忠国氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 456－12 〃 ハナ 17．4�
58 メイショウフルサト 牡3鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 496＋ 62：06．4� 226．3�
46 スカイインパラ 牡3鹿 56 原田 和真小島 俊治氏 栗田 徹 浦河 辻 牧場 524＋ 42：06．5クビ 57．0�
712 ワークアンドビート 牝3青鹿54 高倉 稜小林 祥晃氏 矢作 芳人 浦河 酒井牧場 464－102：07．88 129．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 30，812，300円 複勝： 47，148，200円 枠連： 12，467，400円
馬連： 46，164，500円 馬単： 23，253，500円 ワイド： 43，929，400円
3連複： 72，759，900円 3連単： 81，371，300円 計： 357，906，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 240円 � 600円 � 370円 枠 連（2－8） 640円

馬 連 �� 7，040円 馬 単 �� 11，350円

ワ イ ド �� 2，430円 �� 1，160円 �� 3，340円

3 連 複 ��� 21，930円 3 連 単 ��� 109，650円

票 数

単勝票数 計 308123 的中 � 42151（2番人気）
複勝票数 計 471482 的中 � 58081（3番人気）� 18277（8番人気）� 32910（6番人気）
枠連票数 計 124674 的中 （2－8） 15000（2番人気）
馬連票数 計 461645 的中 �� 5077（23番人気）
馬単票数 計 232535 的中 �� 1536（43番人気）
ワイド票数 計 439294 的中 �� 4613（30番人気）�� 10038（12番人気）�� 3327（39番人気）
3連複票数 計 727599 的中 ��� 2488（72番人気）
3連単票数 計 813713 的中 ��� 538（360番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．7―12．5―12．5―12．8―13．0―12．4―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．3―35．0―47．5―1：00．0―1：12．8―1：25．8―1：38．2―1：50．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．2
1
3
14（3，5，10，15）（1，2，12）7－4，6，13，11，8－9
14，10（3，15）（5，7）（1，2）（11，9）（4，12）－（8，6）13

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

勝馬の
紹 介

ホウオウエクレール �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2019．10．13 京都7着

2017．5．25生 牡3鹿 母 タ マ ヒ カ ル 母母 トーワナゴン 5戦1勝 賞金 8，350，000円

02018 1月19日 曇 重 （2小倉1） 第2日 第6競走 ��1，200�3歳新馬
発走12時40分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

816 ウインバリスタ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介�ウイン 奥村 豊 新冠 コスモヴューファーム 478 ―1：12．1 5．4�
714 メイショウケイソウ 牝3鹿 54 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 418 ― 〃 クビ 7．6�
36 デ ア 牝3鹿 54 吉田 隼人 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 日高 モリナガファーム 420 ―1：12．2� 4．7�
510 ヒ ボ ン 牝3鹿 54 丸田 恭介木部 厳生氏 �島 一歩 日高 木部ファーム 480 ―1：12．3� 8．4�
48 クールギャルド 牝3黒鹿54 丹内 祐次川上 哲司氏 矢野 英一 浦河 鎌田 正嗣 442 ―1：12．4� 19．9�
12 オウケンファイター 牡3青鹿 56

55 ☆西村 淳也福井 明氏 牧浦 充徳 白老 社台牧場 506 ― 〃 ハナ 9．5	
715 タマモマクシム 牡3鹿 56 城戸 義政タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 466 ―1：12．61� 6．7

612 ベ ラ ー ル 牡3黒鹿56 菱田 裕二安原 浩司氏 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 486 ― 〃 クビ 9．5�
35 グッドストーム 牡3青鹿56 川須 栄彦杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 小泉牧場 514 ―1：12．81 28．7�
23 ビックハート 牡3鹿 56 木幡 初也宮内牧場 天間 昭一 浦河 宮内牧場 406 ―1：12．9� 93．9�
59 ヨドノプルメリア 牝3鹿 54 高倉 稜海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 426 ―1：13．22 83．4�
24 サンアバディーン 牡3鹿 56 �島 良太 �加藤ステーブル 長谷川浩大 日高 株式会社

ケイズ 462 ―1：13．41� 119．1�
611 コ ッ ポ ラ 牡3鹿 56 長岡 禎仁松田 整二氏 杉山 晴紀 浦河 富塚ファーム 448 ―1：14．03� 149．7�
817 ヒッポカンポス 牡3鹿 56 荻野 極山口 敦広氏 渡辺 薫彦 日高 モリナガファーム 474 ―1：14．85 32．9�
713 ブローイングスノー 牡3鹿 56 西田雄一郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 420 ―1：14．9� 45．5�
818 ミキノイチゴ 牡3黒鹿56 秋山真一郎谷口 久和氏 藤沢 則雄 新ひだか 平野牧場 448 ―1：15．43 56．9�
11 バトルピアサー 牝3鹿 54 田中 健髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 426 ―1：15．61� 63．9�
47 エトワールミノル 牡3栗 56

53 ▲亀田 温心吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 398 ― 〃 クビ 22．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 21，119，800円 複勝： 25，950，400円 枠連： 12，707，300円
馬連： 34，043，700円 馬単： 15，492，900円 ワイド： 29，314，100円
3連複： 53，888，400円 3連単： 57，946，900円 計： 250，463，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 240円 � 190円 � 190円 枠 連（7－8） 870円

馬 連 �� 2，780円 馬 単 �� 5，430円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 1，000円 �� 690円

3 連 複 ��� 5，440円 3 連 単 ��� 32，190円

票 数

単勝票数 計 211198 的中 � 30924（2番人気）
複勝票数 計 259504 的中 � 25099（5番人気）� 37091（2番人気）� 38197（1番人気）
枠連票数 計 127073 的中 （7－8） 11248（2番人気）
馬連票数 計 340437 的中 �� 9468（9番人気）
馬単票数 計 154929 的中 �� 2136（24番人気）
ワイド票数 計 293141 的中 �� 6260（12番人気）�� 7433（9番人気）�� 11216（1番人気）
3連複票数 計 538884 的中 ��� 7421（5番人気）
3連単票数 計 579469 的中 ��� 1305（49番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．0―12．1―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．6―47．7―59．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F36．5
3 14，11（6，16）（8，15）（2，9，12）4（5，3）10－13－17（1，18）－7 4 14，16（6，11）（8，15）2（9，12）5，4（3，10）＝13－17（1，18）－7

勝馬の
紹 介

ウインバリスタ �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 タニノギムレット 初出走

2017．5．5生 牡3黒鹿 母 フラワーウィンド 母母 ダルーゼット 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況・騎手変更〕 ヒボン号・ウインバリスタ号は，馬場入場後に放馬。馬体検査。ヒボン号の騎手横山武史は検査のため丸

田恭介に変更。発走時刻12分遅延。
〔制裁〕 ビックハート号の騎手木幡初也は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）
※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。
（非当選馬） 7頭 アトレッド号・オパールシャルム号・スズボンバー号・ゼツエイ号・メイショウガロンヌ号・ラウンドレイ号・

ワンダーヴィーヴル号



02019 1月19日 曇 重 （2小倉1） 第2日 第7競走 1，700�4歳以上1勝クラス
発走13時10分 （ダート・右）（500万円以下）

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

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

69 テイエムギフテッド 牡5黒鹿 57
54 ▲団野 大成竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 466＋ 21：46．7 4．3�

812 グッドヘルスバイオ 牡4芦 56
55 ☆西村 淳也バイオ� 池添 学 平取 坂東牧場 468－ 2 〃 ハナ 7．3�

813 エ ナ グ リ ン 牡5栗 57 丹内 祐次宮原 廣伸氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 474－161：46．91� 56．9�
711 キタサンチャンドラ 牡4鹿 56 加藤 祥太�大野商事 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 466＋ 61：47．0� 9．2�
22 スリーヴリーグ 牡4栗 56

54 △斎藤 新�G1レーシング 武藤 善則 安平 追分ファーム 510－ 3 〃 アタマ 26．6	
57 ユノディエール 牡6鹿 57 荻野 極ロイヤルパーク 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 470＋ 41：47．32 18．8

45 � カーブドシール 牡4鹿 56 藤岡 佑介前田 幸治氏 浜田多実雄 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492－ 61：47．4� 2．2�
68 ダ イ フ ク 牡7黒鹿 57

54 ▲山田 敬士小林 博雄氏 深山 雅史 新ひだか 前田 宗将 488＋ 21：47．5� 181．8�
11 マイティウェイ 牡4黒鹿56 丸田 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高木 登 新ひだか 山際牧場 B476＋ 21：47．92� 19．4
56 スズカプレスト 牡8鹿 57

55 ◇藤田菜七子永井 啓弍氏 橋田 満 洞�湖 レイクヴィラファーム 466＋ 41：48．64 46．7�
44 � アンシャンテシチー 牡5栗 57 松若 風馬 �友駿ホースクラブ 羽月 友彦 日高 田端牧場 B500－ 41：48．7� 9．5�
710� ヘ キ ギ ョ ク 牡5鹿 57 	島 克駿ライオンレースホース� 石坂 公一 新ひだか 高橋 修 554＋201：49．02 124．0�
33 ブルーシューズ 牡4鹿 56 菱田 裕二田島榮二郎氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 460＋ 21：49．32 27．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 26，362，400円 複勝： 34，701，300円 枠連： 9，793，400円
馬連： 42，629，000円 馬単： 22，063，300円 ワイド： 38，710，100円
3連複： 63，144，500円 3連単： 83，098，800円 計： 320，502，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 210円 � 710円 枠 連（6－8） 1，230円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，440円

ワ イ ド �� 500円 �� 2，330円 �� 3，400円

3 連 複 ��� 14，680円 3 連 単 ��� 53，450円

票 数

単勝票数 計 263624 的中 � 48067（2番人気）
複勝票数 計 347013 的中 � 65736（2番人気）� 44899（3番人気）� 9490（10番人気）
枠連票数 計 97934 的中 （6－8） 6140（5番人気）
馬連票数 計 426290 的中 �� 23075（4番人気）
馬単票数 計 220633 的中 �� 6766（7番人気）
ワイド票数 計 387101 的中 �� 21693（3番人気）�� 4098（27番人気）�� 2783（34番人気）
3連複票数 計 631445 的中 ��� 3226（50番人気）
3連単票数 計 830988 的中 ��� 1127（182番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―11．8―13．3―12．5―12．5―12．6―12．6―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―29．7―43．0―55．5―1：08．0―1：20．6―1：33．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．7
1
3
2，4（3，11）5（10，12）13，8，7，9，1，6
2（4，10，8）3（11，12，9）（5，13）－（7，6）1

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

勝馬の
紹 介

テイエムギフテッド �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2017．11．3 京都9着

2015．2．19生 牡5黒鹿 母 エリモインプレス 母母 エリモエキスプレス 23戦2勝 賞金 29，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時15分に変更。
〔騎手変更〕 スリーヴリーグ号の騎手横山武史は，第6競走での馬場入場後の落馬負傷のため斎藤新に変更。
〔制裁〕 ダイフク号の騎手山田敬士は，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：10番・5番・4番）

02020 1月19日 曇 重 （2小倉1） 第2日 第8競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時40分 （芝・右）（500万円以下）

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

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

48 ア ド レ 牝4鹿 54 杉原 誠人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 浅野洋一郎 新ひだか 橋本牧場 452＋ 61：10．1 55．2�

510 ニシノドレッシー 牝4鹿 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 的場 均 日高 日西牧場 444± 0 〃 クビ 5．7�
24 グリニッチヴィレジ 牝7黒鹿 55

54 ☆西村 淳也 �コロンバスサークル 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 436± 01：10．84 23．4�
59 マイネルパッセ 牡7栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 464－ 21：10．9クビ 16．1�
12 リュウグウヒメ 牝4鹿 54

52 ◇藤田菜七子深澤 朝房氏 武井 亮 新ひだか 折手牧場 430＋ 6 〃 アタマ 6．4�
713 シ ト リ カ 牝5鹿 55

52 ▲団野 大成水上 行雄氏 今野 貞一 新冠 競優牧場 436＋ 4 〃 アタマ 18．7	
23 コンピレーション �6黒鹿57 嶋田 純次 
シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 474－ 21：11．0� 3．6�
714� サンドスピーダー 牡5鹿 57

54 ▲亀田 温心
辻牧場 和田 勇介 浦河 辻 牧場 454＋ 21：11．1� 57．9�
715� ファイナライズ 牝4鹿 54 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 458－26 〃 ハナ 7．0
816 フクノナルボンヌ 牝4栗 54 木幡 初也福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 株式会社

ケイズ 496＋101：11．31� 12．8�
611 グットクルサマー �5栗 57

54 ▲山田 敬士 �アフロin El Paso 小桧山 悟 千歳 社台ファーム 478＋ 81：11．4� 17．5�
11 アクティーボミノル 牡4栗 56 黛 弘人吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 454＋ 6 〃 アタマ 22．3�
612� ファルコンレイナ 牝5鹿 55

52 ▲小林 凌大ライオンレースホース� 伊藤 伸一 浦河 浦河日成牧場 396－ 81：11．5クビ 134．6�
817 トモジャファイブ 牡4鹿 56 松若 風馬吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 乾 皆雄 506＋10 〃 クビ 37．5�
47 ポルボローネ 牝8栗 55 菱田 裕二小林都美子氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 434－ 61：11．6クビ 180．5�
35 トーアライジン 牡7芦 57 古川 吉洋高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 B504－ 8 〃 クビ 68．8�
818� エンドゾーンダンス 牡5栗 57

55 △斎藤 新尾上 寿夫氏 中野 栄治 新冠 パカパカ
ファーム 476＋141：11．91� 131．7�

36 フ ァ タ リ テ 牡4鹿 56 秋山真一郎奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 日の出牧場 B444－ 51：12．53� 14．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 28，757，600円 複勝： 42，472，100円 枠連： 14，766，300円
馬連： 51，903，500円 馬単： 21，517，400円 ワイド： 43，239，100円
3連複： 82，862，400円 3連単： 90，655，500円 計： 376，173，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，520円 複 勝 � 1，550円 � 240円 � 650円 枠 連（4－5） 7，820円

馬 連 �� 22，190円 馬 単 �� 51，550円

ワ イ ド �� 7，380円 �� 16，730円 �� 2，380円

3 連 複 ��� 147，960円 3 連 単 ��� 1，240，090円

票 数

単勝票数 計 287576 的中 � 4167（13番人気）
複勝票数 計 424721 的中 � 6241（14番人気）� 56365（2番人気）� 15968（10番人気）
枠連票数 計 147663 的中 （4－5） 1462（28番人気）
馬連票数 計 519035 的中 �� 1812（66番人気）
馬単票数 計 215174 的中 �� 313（150番人気）
ワイド票数 計 432391 的中 �� 1504（79番人気）�� 660（115番人気）�� 4758（29番人気）
3連複票数 計 828624 的中 ��� 420（360番人気）
3連単票数 計 906555 的中 ��� 53（2482番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．2―12．0―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．8―45．8―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F36．3
3 1（3，16）（2，6，12）13，9（10，15）8，18（14，17）（4，11）7，5 4 ・（1，3，16）（2，6）12（9，10，13）（8，15）（4，14）18（17，11）5，7

勝馬の
紹 介

ア ド レ �
�
父 ヒルノダムール �

�
母父 Street Sense デビュー 2018．8．4 札幌1着

2016．4．17生 牝4鹿 母 ダッチェスドライヴ 母母 ア バ ヤ 5戦2勝 賞金 14，600，000円
〔騎手変更〕 トモジャファイブ号の騎手横山武史は，第6競走での馬場入場後の落馬負傷のため松若風馬に変更。
※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 エアハンコック号



02021 1月19日 曇 重 （2小倉1） 第2日 第9競走 2，000�4歳以上1勝クラス
発走14時15分 （芝・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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
1：56．9
1：56．1

良
良

33 ナ ル ハ ヤ 牝6黒鹿 55
53 ◇藤田菜七子陣内 孝則氏 梅田 智之 平取 清水牧場 484－102：03．0 2．8�

45 エリンズロマーネ 牝5栗 55 秋山真一郎吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 496－ 22：03．21� 6．3�
57 ハートウォーミング 牝4青鹿54 古川 吉洋ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450＋102：03．3� 13．7�
69 ア ラ ス カ 牝4鹿 54 吉田 隼人池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 396＋ 22：03．72� 22．3�
58 エスペランサルル 牝8栗 55 �島 良太江上 幸�氏 西橋 豊治 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 436－102：03．8� 181．8�
712� イルーシヴゴールド 牝5芦 55

54 ☆西村 淳也 	サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 490± 0 〃 クビ 2．8

22 ミレフォリウム 牝5鹿 55 杉原 誠人 	サンデーレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 496＋162：04．11� 26．9�
34 � アイファーキャノン 牝4鹿 54 水口 優也中島 俊房氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 412－ 2 〃 クビ 464．8�
11 マリノオークション 牝4黒鹿54 丹内 祐次矢野まり子氏 牧 光二 日高 クラウン日高牧場 482－ 62：04．41� 142．4
813 アックアアルタ 牝4青鹿 54

51 ▲団野 大成 	サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 464＋ 62：04．5� 13．6�
610 タイプムーン 牝5黒鹿55 原田 和真 	コスモヴューファーム 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 468－ 62：04．6� 145．7�
46 ポ リ ア ン サ 牝4栗 54 柴山 雄一佐藤 壽男氏 木村 哲也 洞	湖 レイクヴィラファーム 482＋ 62：04．7クビ 11．0�
814 アリストライン 牝5黒鹿55 中谷 雄太 	キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム B466－ 42：05．76 25．9�
711 センティフォリア 牝5黒鹿55 �島 克駿 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 442＋ 22：06．23 109．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 31，436，700円 複勝： 43，626，900円 枠連： 15，812，100円
馬連： 62，355，400円 馬単： 31，260，100円 ワイド： 46，083，700円
3連複： 91，923，800円 3連単： 126，860，900円 計： 449，359，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 180円 � 240円 枠 連（3－4） 630円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 470円 �� 880円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 4，080円 3 連 単 ��� 15，880円

票 数

単勝票数 計 314367 的中 � 88110（2番人気）
複勝票数 計 436269 的中 � 90962（2番人気）� 59861（3番人気）� 39508（5番人気）
枠連票数 計 158121 的中 （3－4） 19237（3番人気）
馬連票数 計 623554 的中 �� 41160（3番人気）
馬単票数 計 312601 的中 �� 12104（4番人気）
ワイド票数 計 460837 的中 �� 26798（3番人気）�� 13094（10番人気）�� 10722（15番人気）
3連複票数 計 919238 的中 ��� 16879（12番人気）
3連単票数 計1268609 的中 ��� 5789（41番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．5―36．8―49．4―1：01．7―1：13．9―1：26．2―1：38．4―1：50．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナ ル ハ ヤ �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2017．3．18 阪神9着

2014．4．12生 牝6黒鹿 母 カルナアヴァンセ 母母 エ ス ピ ヨ ン 26戦2勝 賞金 45，898，000円
〔騎手変更〕 アラスカ号の騎手横山武史は，第6競走での馬場入場後の落馬負傷のため吉田隼人に変更。
〔制裁〕 エリンズロマーネ号の騎手秋山真一郎は，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：9

番）

02022 1月19日 曇 重 （2小倉1） 第2日 第10競走 1，700�ネ モ フ ィ ラ 賞
発走14時50分 （ダート・右）

3歳，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000円
付 加 賞 168，000円 48，000円 24，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

33 ミヤジコクオウ 牡3青鹿56 吉田 隼人曽我 司氏 川村 禎彦 日高 Wing Farm 494－ 61：45．4 1．8�
44 ショウナンナデシコ 牝3栗 54 西村 淳也国本 哲秀氏 須貝 尚介 日高 天羽牧場 470＋ 21：45．61� 5．0�
22 メイショウダジン 牡3栗 56 秋山真一郎松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 470－12 〃 アタマ 9．7�
66 ダイシンイナリ 牡3鹿 56 勝浦 正樹大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 512＋ 41：47．210 11．5�
55 アスターコルネット 牡3黒鹿56 古川 吉洋加藤 久枝氏 南井 克巳 様似 髙村 伸一 492＋ 61：48．37 4．4�
11 ウインカムトゥルー 牡3栗 56 藤岡 佑介�ウイン 杉山 晴紀 新冠 コスモヴューファーム B468－121：48．4� 13．1	
77 ベルウッドコチョウ 牡3黒鹿56 丹内 祐次鈴木 照雄氏 本間 忍 熊本 本田 土寿 472－ 11：53．2大差 87．8


（7頭）

売 得 金
単勝： 40，623，600円 複勝： 35，652，000円 枠連： 発売なし
馬連： 49，943，700円 馬単： 34，769，400円 ワイド： 32，134，700円
3連複： 63，161，100円 3連単： 180，101，200円 計： 436，385，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 130円 � 170円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 210円 �� 270円 �� 510円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 2，620円

票 数

単勝票数 計 406236 的中 � 179119（1番人気）
複勝票数 計 356520 的中 � 123568（1番人気）� 68033（3番人気）
馬連票数 計 499437 的中 �� 87311（2番人気）
馬単票数 計 347694 的中 �� 39258（2番人気）
ワイド票数 計 321347 的中 �� 42980（2番人気）�� 30694（3番人気）�� 13886（9番人気）
3連複票数 計 631611 的中 ��� 55904（3番人気）
3連単票数 計1801012 的中 ��� 49662（5番人気）

ハロンタイム 6．9―10．8―11．8―12．7―12．7―12．3―12．6―12．5―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．7―29．5―42．2―54．9―1：07．2―1：19．8―1：32．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F38．2
1
3
1，4，7，6，5，3＝2・（1，4）6，3，2，5－7

2
4
1，4－（7，6）－（5，3）－2
4，1，3（6，2）－5＝7

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミヤジコクオウ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2019．11．9 京都2着

2017．3．13生 牡3青鹿 母 エミネントシチー 母母 ヘップバーンシチー 3戦2勝 賞金 18，068，000円
〔騎手変更〕 ウインカムトゥルー号の騎手横山武史は，第6競走での馬場入場後の落馬負傷のため藤岡佑介に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベルウッドコチョウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年2月19日まで平地

競走に出走できない。



02023 1月19日 曇 重 （2小倉1） 第2日 第11競走 ��1，200�
が ん り ゅ う じ ま

巌 流 島 特 別
発走15時25分 （芝・右）

4歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

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

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

713� メイショウキョウジ 牡5鹿 57 藤岡 佑介松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 480＋ 61：09．2 2．6�
11 � ヒロイックアゲン 牝6黒鹿55 荻野 極浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 浦河小林牧場 478－ 21：09．51� 8．0�
510 ボーンスキルフル 牝5青鹿55 吉田 隼人吉田 千津氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 442－ 21：09．6� 14．0�
35 コンパウンダー 牡5黒鹿57 秋山真一郎ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452＋ 61：09．92 8．4�
36 コウエイダリア 牝6黒鹿55 	島 克駿伊東 政清氏 山内 研二 日高 浜本牧場 502－ 61：10．0� 12．8�
24 イーサンパンサー 牡4栗 56 古川 吉洋国本 勇氏 昆 貢 浦河 東栄牧場 468＋ 61：10．32 6．6�
611 ブラックダンサー 牝4黒鹿54 川須 栄彦前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 468－ 6 〃 アタマ 16．1	
23 マリノディアナ 牝5青鹿55 丸田 恭介和田 志保氏 水野 貴広 日高 クラウン日高牧場 448± 01：10．4クビ 61．2

12 プリティマックス 牝6栗 55 杉原 誠人丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 前谷 武志 434＋ 21：10．5� 200．7�
817 ケイアイサクソニー 牡4鹿 56 藤田菜七子亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 502＋101：10．71
 11．6�
48 ノボリレーヴ 牝5鹿 55 高倉 稜原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 442－10 〃 ハナ 59．7
612 マッスルマサムネ �5鹿 57 中谷 雄太塩澤 正樹氏 池添 学 洞�湖 レイクヴィラファーム 486± 01：11．01� 15．2�
714 ゲンパチケンシン 牡6芦 57 西村 淳也平野 武志氏 加用 正 浦河 宮内牧場 478＋ 41：11．1� 86．3�
47 グランドガール 牝6鹿 55 亀田 温心林 千枝子氏 北出 成人 浦河 宮内牧場 474－121：11．2� 153．5�
715 ラニカイサンデー 牡6鹿 57 菱田 裕二横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 474－ 21：11．41
 137．4�
59 キングキングキング �5黒鹿57 丹内 祐次嶋田 賢氏 牧田 和弥 浦河 辻 牧場 466－12 〃 クビ 132．8�
818 スタークォーツ 牝4青鹿54 松若 風馬輝レーシング 寺島 良 浦河 高野牧場 482＋ 21：12．03� 51．1�
816� ドリームジャンボ 牝5鹿 55 嶋田 純次�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ヒカル牧場 486－121：12．21
 43．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 58，801，900円 複勝： 85，466，000円 枠連： 47，062，800円
馬連： 194，599，100円 馬単： 74，692，000円 ワイド： 118，921，600円
3連複： 336，187，600円 3連単： 392，935，700円 計： 1，308，666，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 250円 � 340円 枠 連（1－7） 1，240円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 1，810円

ワ イ ド �� 530円 �� 680円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 3，920円 3 連 単 ��� 14，340円

票 数

単勝票数 計 588019 的中 � 178993（1番人気）
複勝票数 計 854660 的中 � 217015（1番人気）� 76184（4番人気）� 51735（7番人気）
枠連票数 計 470628 的中 （1－7） 29298（5番人気）
馬連票数 計1945991 的中 �� 124998（2番人気）
馬単票数 計 746920 的中 �� 30908（2番人気）
ワイド票数 計1189216 的中 �� 59534（2番人気）�� 45411（4番人気）�� 19064（17番人気）
3連複票数 計3361876 的中 ��� 64308（7番人気）
3連単票数 計3929357 的中 ��� 19856（17番人気）

ハロンタイム 11．8―10．8―11．2―11．7―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．6―33．8―45．5―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F35．4
3 ・（10，13）（1，8，17）18（2，11）（5，16）3（6，14，9）4，12（7，15） 4 ・（10，13）－（1，8）（2，11）（3，5，17）18（4，6，16，14）（12，9）（7，15）

勝馬の
紹 介

�メイショウキョウジ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Kris S.

2015．3．26生 牡5鹿 母 アルペンローズ 母母 Amizette 17戦2勝 賞金 59，711，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 ブラックダンサー号の騎手横山武史は，第6競走での馬場入場後の落馬負傷のため川須栄彦に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 アイルチャーム号・イサチルルンルン号・キャッチミーアップ号・ツヅク号・ナーゲルリング号・

ミッキーマインド号・ロードアクア号

02024 1月19日 曇 重 （2小倉1） 第2日 第12競走 2，600�
よ ぶ こ

呼 子 特 別
発走16時00分 （芝・右）

4歳以上，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．8
2：37．1

良
良

34 ワセダインブルー 牡5鹿 57 原田 和真大冨 智弘氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 442－ 62：43．6 13．6�
57 � ピエナアラシ 牡6鹿 57 古川 吉洋本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 まるとみ冨岡牧場 478－ 6 〃 クビ 9．4�
45 ヒラボクメルロー 牝4黒鹿54 西村 淳也�平田牧場 寺島 良 浦河 辻 牧場 450－102：44．23� 7．4�
813 サダムラピュタ 牡5黒鹿57 松若 風馬大西 定氏 平田 修 新ひだか 矢野牧場 B478＋102：44．94 6．9�
711 ダノンアポロン 牡5鹿 57 吉田 隼人�ダノックス 村山 明 日高 オリオンファーム 504＋142：45．0� 15．9�
69 トゥプエデス 牡4黒鹿56 団野 大成佐藤 理氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 B448－ 2 〃 クビ 25．7	
610 ブラックハーデス 牡4青 56 斎藤 新 Him Rock Racing

ホールディングス� 西浦 勝一 浦河 ディアレスト
クラブ 448＋10 〃 ハナ 2．9


46 クルミネイト 牝4鹿 54 藤岡 佑介 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B448＋ 6 〃 アタマ 11．1�
58 イクヨロブロイ 牡5黒鹿57 丸田 恭介太陽光� 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 B486＋ 82：45．42� 184．9
11 � ブラックデビル 牡5鹿 57 丹内 祐次岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 474－ 42：47．5大差 43．9�
712 オーシャンスケイプ 牝4黒鹿54 藤田菜七子 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 436＋322：49．110 58．8�
22 トリックスター 牡4黒鹿56 杉原 誠人村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 492＋ 22：50．27 60．8�
814 フェルシュテルケン 牡4栗 56 嶋田 純次落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 498± 02：53．3大差 124．9�
33 エクスプローシブ 牡4栗 56 勝浦 正樹 �社台レースホース尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋14 （競走中止） 5．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 53，594，000円 複勝： 72，669，700円 枠連： 24，839，900円
馬連： 107，177，100円 馬単： 44，097，700円 ワイド： 75，016，600円
3連複： 163，627，400円 3連単： 197，942，000円 計： 738，964，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 330円 � 310円 � 260円 枠 連（3－5） 1，950円

馬 連 �� 4，510円 馬 単 �� 10，270円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 1，550円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 10，830円 3 連 単 ��� 71，820円

票 数

単勝票数 計 535940 的中 � 31315（7番人気）
複勝票数 計 726697 的中 � 55853（7番人気）� 61111（6番人気）� 78092（4番人気）
枠連票数 計 248399 的中 （3－5） 9855（9番人気）
馬連票数 計1071771 的中 �� 18398（21番人気）
馬単票数 計 440977 的中 �� 3220（45番人気）
ワイド票数 計 750166 的中 �� 16451（15番人気）�� 12275（23番人気）�� 18518（13番人気）
3連複票数 計1636274 的中 ��� 11329（45番人気）
3連単票数 計1979420 的中 ��� 1998（277番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．6―12．2―12．2―12．5―13．0―12．9―12．8―12．4―12．5―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．8―24．5―37．1―49．3―1：01．5―1：14．0―1：27．0―1：39．9―1：52．7―2：05．1―2：17．6―2：30．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ワセダインブルー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．8．19 新潟3着

2015．4．14生 牡5鹿 母 ダノンフローラ 母母 フ ァ ン ジ カ 14戦2勝 賞金 28，714，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔騎手変更〕 エクスプローシブ号の騎手横山武史は，第6競走での馬場入場後の落馬負傷のため勝浦正樹に変更。
〔競走中止〕 エクスプローシブ号は，競走中に疾病〔左第1指骨複骨折〕を発症したため2周目4コーナーで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オーシャンスケイプ号・トリックスター号・フェルシュテルケン号は，「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。

３レース目



（2小倉1）第2日 1月19日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重
重

競走回数 12回 出走頭数 180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

175，430，000円
4，320，000円
22，620，000円
1，350，000円
18，170，000円
70，128，000円
4，950，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
386，912，200円
534，074，300円
178，153，600円
756，410，100円
347，014，000円
573，910，100円
1，184，708，100円
1，494，602，200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 5，455，784，600円

総入場人員 9，691名 （有料入場人員 8，842名）
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