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00025 1月12日 晴 良 （25中山1）第3日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時00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

612 テ ツ ナ ゴ オ 牝3黒鹿54 C．ルメール �ビリオンスター加藤 征弘 千歳 社台ファーム 452＋ 61：13．5 4．5�
（仏）

24 ナスノローズ 牝3鹿 54 三浦 皇成�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 502－ 61：13．6� 8．1�

36 ベルウッドジンプウ 牡3栗 56 柴田 善臣鈴木 照雄氏 本間 忍 新ひだか 中田 英樹 458＋ 21：13．92 21．9�
816 コウヨウエンプレス 牝3鹿 54 D．マクドノー 寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 本巣 一敏 470－141：14．0クビ 7．5�

（愛）

611 クイックスパイダー 牡3栗 56 横山 典弘菊池 昭雄氏 萱野 浩二 新ひだか 米田牧場 464－ 21：14．1� 4．8	
815 ホワイトコーヒー 牡3芦 56 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 新ひだか グランド牧場 440－ 61：14．2クビ 4．5

23 キャニオンティアモ 牡3栗 56 勝浦 正樹�谷川牧場 栗田 博憲 浦河 谷川牧場 496± 01：14．3� 53．8�
714 スパイクラベンダー 牝3鹿 54

52 △嶋田 純次�Basic 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 434＋ 41：14．4クビ 132．7
510 アインディアマント 牡3鹿 56 武士沢友治辻 大作氏 小桧山 悟 日高 白井牧場 510± 0 〃 クビ 244．6�
11 ディアバイブル 牝3栗 54 大庭 和弥ディアレスト 牧 光二 日高 沖田牧場 508± 01：14．61 20．2�
35 アスキットキング 牡3鹿 56 石橋 脩中江 隆一氏 柴田 政人 新冠 競優牧場 438＋ 21：14．7� 8．8�
12 ポ ロ ロ ッ カ 牝3青鹿54 田中 博康�ミルファーム 畠山 重則 新冠 ラツキー牧場 436－ 21：15．02 90．0�
59 フリムカナイデ 牝3栗 54 柴田 大知小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 B454－ 21：15．63� 151．1�
47 ドリームサンサン 牝3黒鹿54 吉田 隼人ドリームターフ組合 伊藤 圭三 新ひだか タイヘイ牧場 454－ 61：15．81� 12．2�
48 ブロークンハート 牡3栗 56 木幡 初広杉山 忠国氏 古賀 史生 新ひだか 明治牧場 526－ 41：16．43� 112．3�
713 カシノソウル 牡3栗 56

53 ▲高嶋 活士柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 平山牧場 450＋ 41：16．93 291．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，144，300円 複勝： 43，367，300円 枠連： 20，917，200円
馬連： 57，138，100円 馬単： 34，384，600円 ワイド： 27，083，300円
3連複： 81，009，700円 3連単： 113，804，400円 計： 396，848，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 180円 � 310円 � 450円 枠 連（2－6） 1，520円

馬 連 �� 3，130円 馬 単 �� 6，120円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 1，350円 �� 3，100円

3 連 複 ��� 24，650円 3 連 単 ��� 108，240円

票 数

単勝票数 計 191443 的中 � 33884（1番人気）
複勝票数 計 433673 的中 � 78601（2番人気）� 34267（6番人気）� 21943（7番人気）
枠連票数 計 209172 的中 （2－6） 10170（7番人気）
馬連票数 計 571381 的中 �� 13498（15番人気）
馬単票数 計 343846 的中 �� 4148（28番人気）
ワイド票数 計 270833 的中 �� 5560（17番人気）�� 4994（20番人気）�� 2105（36番人気）
3連複票数 計 810097 的中 ��� 2426（77番人気）
3連単票数 計1138044 的中 ��� 776（367番人気）

ハロンタイム 11．9―11．0―11．8―12．5―12．7―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．9―34．7―47．2―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テ ツ ナ ゴ オ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Afleet デビュー 2012．12．8 中山2着

2010．5．11生 牝3黒鹿 母 フライトオブエンジェルス 母母 Intently 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 ディアバイブル号の騎手大庭和弥は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 カシマシャドウ号・スノーモンキー号
※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。

00026 1月12日 晴 良 （25中山1）第3日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時30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
1：48．5
1：47．8

重
重

35 グリューネヴォッヘ 牝3鹿 54 北村 宏司吉田 勝己氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：59．0 1．3�
48 ファストソング 牝3栗 54 丸田 恭介田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 出羽牧場 486－101：59．1� 96．1�
612 メイプルミルク 牝3栗 54 宮崎 北斗節 英司氏 高市 圭二 新ひだか 酒井 秀紀 448± 01：59．52� 23．4�
815 ロマンシングジェム 牝3青鹿54 内田 博幸吉田 千津氏 大和田 成 千歳 社台ファーム B490＋ 41：59．82 10．8�
36 フリーマインド 牝3鹿 54 武士沢友治上野 直樹氏 伊藤 大士 日高 碧雲牧場 B414－ 21：59．9� 150．1�
12 レッツグルーヴ 牝3栗 54 大野 拓弥 �グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム 490＋ 42：00．0� 56．4	
23 ヴィヴァシティー 牝3芦 54 柴田 大知岡田 牧雄氏 和田正一郎 新冠 大狩部牧場 444± 02：00．31� 240．1

713 セイウンミーナ 牝3黒鹿54 田中 勝春西山 茂行氏 水野 貴広 新冠 川上牧場 486－ 42：00．93� 15．7�
714 ポ ン マ リ ー 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 和生吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 472－10 〃 ハナ 294．7�
47 リゾートラヴ 牝3黒鹿 54

51 ▲杉原 誠人赤沼 秀典氏 松山 康久 新ひだか 岡田スタツド 456＋ 42：01．43 151．2
611 パルトゥーラ 牝3栗 54 中舘 英二加藤 誠氏 田中 剛 洞爺湖 メジロ牧場 440± 02：02．03� 34．9�
510 リリーエンゼル 牝3栗 54 田辺 裕信柳内 光子氏 久保田貴士 新冠 オリエント牧場 474＋222：02．31� 7．1�
59 ミ ヅ ハ ノ メ 牝3青鹿54 柴山 雄一田上 雅春氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 464＋ 62：02．72� 91．5�
11 セイカスプレンダー 牝3鹿 54 吉田 隼人久米 大氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 498＋302：02．8� 150．7�
24 ベルモントレーヌ 牝3芦 54 D．マクドノー �ベルモントファーム堀井 雅広 新冠 ベルモント

ファーム 442＋ 42：04．7大差 120．0�
（愛）

816 ハイパージュエル 牝3栗 54 丸山 元気山口 敦広氏 根本 康広 千歳 社台ファーム 408＋ 42：05．23 214．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，272，700円 複勝： 94，133，800円 枠連： 16，193，300円
馬連： 51，641，000円 馬単： 46，663，600円 ワイド： 24，477，700円
3連複： 63，809，400円 3連単： 144，710，400円 計： 469，901，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 1，240円 � 270円 枠 連（3－4） 3，240円

馬 連 �� 4，710円 馬 単 �� 5，290円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 380円 �� 9，150円

3 連 複 ��� 14，250円 3 連 単 ��� 48，810円

票 数

単勝票数 計 282727 的中 � 182618（1番人気）
複勝票数 計 941338 的中 � 696989（1番人気）� 5666（8番人気）� 34295（4番人気）
枠連票数 計 161933 的中 （3－4） 3699（10番人気）
馬連票数 計 516410 的中 �� 8100（10番人気）
馬単票数 計 466636 的中 �� 6511（13番人気）
ワイド票数 計 244777 的中 �� 4270（13番人気）�� 18299（3番人気）�� 601（49番人気）
3連複票数 計 638094 的中 ��� 3305（35番人気）
3連単票数 計1447104 的中 ��� 2188（112番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―14．0―14．7―12．9―13．1―13．0―12．9―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．8―38．8―53．5―1：06．4―1：19．5―1：32．5―1：45．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グリューネヴォッヘ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．12．24 中山2着

2010．2．14生 牝3鹿 母 モンヴェール 母母 スペシャルジェイド 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベルモントレーヌ号・ハイパージュエル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年

2月12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） 4頭 ソフトライム号・ハリウッドミューズ号・フリティラリア号・ラフルネーズ号
※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３日



00027 1月12日 晴 良 （25中山1）第3日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時00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

36 ダノンアイガー 牡3芦 56 田辺 裕信�ダノックス 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 496＋ 41：56．5 2．4�
47 フュージリア 牡3青鹿56 横山 典弘吉田 和子氏 菊沢 隆徳 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510＋101：57．88 4．6�
713 ヴェルフェン 牡3芦 56 蛯名 正義�Basic 田村 康仁 新冠 村本牧場 496＋101：58．12 5．7�
12 ブラックフライデー 牡3鹿 56 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 新ひだか 西村 和夫 454± 01：58．2� 48．7�
611 ウエスタンアタック 牝3鹿 54 丸山 元気 �ウエスタンファーム 根本 康広 新冠 競優牧場 446＋ 21：58．73 226．7�
714 ポッドフェローズ 牡3鹿 56 石橋 脩小川眞査雄氏 大竹 正博 新冠 村田牧場 486＋ 4 〃 ハナ 49．6	
24 トウショウアミラル 牡3黒鹿56 武士沢友治トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 468＋101：58．8クビ 186．0

612 タケデンアプローズ 牡3鹿 56 田中 勝春武市 弘氏 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 504－ 41：58．9� 15．7�
35 プラサスティ 牡3栗 56

54 △嶋田 純次山上 和良氏 加藤 和宏 新ひだか 由利 徳之 470＋ 41：59．0� 24．8�
59 オ ベ ロ ン 牡3鹿 56 柴田 善臣 サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 478－ 4 〃 クビ 9．3�
510 マイネルルビウス 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 勢司 和浩 新冠 競優牧場 476± 01：59．1クビ 220．6�
23 ジェファーソン 牡3鹿 56

53 ▲杉原 誠人髙橋 文枝氏 水野 貴広 浦河 日田牧場 474＋ 8 〃 クビ 27．3�
11 	 ハントヴェルカー 牡3鹿 56 村田 一誠前田 幸治氏 田中 剛 米

Gabriel Duignan, Rich-
ard Strappe, Bradley
TB’s & Cherokee Equine

512± 01：59．42 9．8�
48 デ ル マ ベ ム 牡3栗 56 吉田 隼人浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 444＋242：00．03� 354．5�
815 ハ イ カ ム 牡3青鹿56 大野 拓弥古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 岡田スタツド 494± 02：00．85 161．0�
816 アポロプラナー 
3栗 56 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 浦河トラストスリーファーム B474± 02：00．9� 40．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，983，100円 複勝： 44，008，300円 枠連： 16，789，100円
馬連： 55，832，000円 馬単： 36，213，300円 ワイド： 26，330，900円
3連複： 72，501，200円 3連単： 115，305，200円 計： 389，963，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 150円 � 190円 枠 連（3－4） 550円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 270円 �� 290円 �� 500円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 3，440円

票 数

単勝票数 計 229831 的中 � 78459（1番人気）
複勝票数 計 440083 的中 � 146304（1番人気）� 68302（2番人気）� 47346（3番人気）
枠連票数 計 167891 的中 （3－4） 22555（2番人気）
馬連票数 計 558320 的中 �� 69329（2番人気）
馬単票数 計 362133 的中 �� 27279（1番人気）
ワイド票数 計 263309 的中 �� 25541（1番人気）�� 23262（2番人気）�� 11766（5番人気）
3連複票数 計 725012 的中 ��� 65413（1番人気）
3連単票数 計1153052 的中 ��� 24800（2番人気）

ハロンタイム 13．0―12．4―13．5―13．8―13．1―12．1―12．6―12．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．4―38．9―52．7―1：05．8―1：17．9―1：30．5―1：43．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダノンアイガー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Silver Charm デビュー 2012．11．17 東京9着

2010．4．9生 牡3芦 母 シルヴァーグレイル 母母 Hello Rachel 3戦1勝 賞金 7，000，000円
※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 アレックスキッド号・イラッシャイマセ号・クリノガッサン号・コウヨウセレクト号・サルジェンツチェリ号・

スガロマン号・フィードベア号

00028 1月12日 晴 良 （25中山1）第3日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時30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
1：08．7
1：08．7

重
重

11 ジョーハット 牡3青鹿56 内田 博幸上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 平野牧場 518 ―1：14．8 2．3�
35 ホクレアパパ 牡3鹿 56 田中 勝春萱場 博史氏 伊藤 伸一 新ひだか 漆原 武男 432 ― 〃 アタマ 20．3�
12 ローレルトリップ 牡3栗 56 宮崎 北斗 �ローレルレーシング 武藤 善則 新冠 高瀬牧場 456 ―1：15．11� 37．4�
24 レッドキュラス 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真手嶋 康雄氏 天間 昭一 新ひだか 沖田 忠幸 446 ―1：15．2� 41．2�
47 トミケンスラーヴァ 牡3鹿 56 北村 宏司冨樫 賢二氏 上原 博之 大樹 大樹ファーム 494 ― 〃 ハナ 10．0�
816 トミケンジェスト 牡3栗 56 丸田 恭介冨樫 賢二氏 宗像 義忠 新ひだか 矢野牧場 472 ―1：15．3� 7．3	
36 バ ー ニ ー ズ 牡3栗 56 江田 照男村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 480 ― 〃 クビ 3．2

48 ブラウンティアラ 牝3栗 54

51 ▲杉原 誠人キャピタルクラブ 小西 一男 新冠 田鎖牧場 416 ―1：15．62 130．2�
23 バーソロミューピサ 牡3栗 56 三浦 皇成市川 義美氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 420 ―1：16．13 24．2�
611 ドライサンプ 牝3栗 54 村田 一誠石川 幸司氏 南田美知雄 新冠 中央牧場 404 ―1：16．52� 242．4
510 ナンヨーノケイー 牝3黒鹿 54

52 △嶋田 純次中村 德也氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム 500 ―1：16．71� 60．5�
815 コスモアヤニシキ 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 476 ―1：16．91� 66．0�
714 フジフローラ 牝3鹿 54 丹内 祐次藤田 達男氏 清水 英克 新冠 佐藤 信広 448 ― 〃 クビ 165．3�
713 ツクバナデシコ 牝3黒鹿54 吉田 豊荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 402 ―1：17．0� 16．5�
612 カ ス カ ー タ �3鹿 56 武士沢友治岡田 牧雄氏 栗田 徹 日高 日高大洋牧場 424 ―1：17．63� 168．6�
59 ショウナンバトン 牡3鹿 56

54 △西村 太一国本 哲秀氏 武市 康男 日高 日西牧場 486 ―1：20．8大差 157．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，359，700円 複勝： 28，604，300円 枠連： 17，404，600円
馬連： 46，929，200円 馬単： 34，563，400円 ワイド： 21，242，800円
3連複： 55，424，500円 3連単： 94，193，800円 計： 318，722，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 410円 � 610円 枠 連（1－3） 320円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 2，290円

ワ イ ド �� 840円 �� 1，130円 �� 3，950円

3 連 複 ��� 9，930円 3 連 単 ��� 30，590円

票 数

単勝票数 計 203597 的中 � 72114（1番人気）
複勝票数 計 286043 的中 � 92114（1番人気）� 14224（6番人気）� 8890（8番人気）
枠連票数 計 174046 的中 （1－3） 41392（1番人気）
馬連票数 計 469292 的中 �� 20228（7番人気）
馬単票数 計 345634 的中 �� 11168（6番人気）
ワイド票数 計 212428 的中 �� 6465（7番人気）�� 4671（13番人気）�� 1270（35番人気）
3連複票数 計 554245 的中 ��� 4123（32番人気）
3連単票数 計 941938 的中 ��� 2273（83番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．2―12．9―12．7―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．9―36．1―49．0―1：01．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジョーハット �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Green Forest 初出走

2010．4．18生 牡3青鹿 母 タイキミステリー 母母 Certain Secret 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ショウナンバトン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年2月12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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 アビリティラヴ号・ゴットファザー号・ジョアキーノ号・タオルチャン号・タケデンアズマ号・トウカイメイク号



晴 良 競走
（芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード

中央レコード
：
：

良
良

エバーブロッサム 鹿 石橋 脩宇田 豊氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ：

ヒカルエリントン 鹿 内田 博幸髙橋 京子氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 〃 クビ

マクベスバローズ 黒鹿 北村 宏司猪熊 広次氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ： クビ

ジェイケイネオ 青鹿 F．ベリー 小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム ：
（愛）

トーセンターキー 黒鹿 岩田 康誠島川 哉氏 加藤 征弘 新ひだか 岡田スタツド ：
トウカイフェスタ 鹿 横山 典弘内村 正則氏 栗田 徹 浦河 帰山 清貴 〃 クビ

タカラプリンス 黒鹿 丸田 恭介村山 義男氏 国枝 栄 新冠 大栄牧場 ： クビ

ヴェリタラブ 鹿 蛯名 正義山科 統氏 二ノ宮敬宇 浦河 バンダム牧場 ：
マイネルジェイド 鹿 柴田 大知 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 コスモヴューファーム 〃 クビ

フェートグランド 鹿 D．マクドノー 社台レースホース武藤 善則 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ：

（愛）

ソムニアシチー 鹿 江田 照男 友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 幾千世牧場 B ：
トゥルヴァーユ 三浦 皇成 グリーンファーム矢野 英一 日高 天羽 禮治 〃 クビ

ヤギリハーツ 鹿 嘉藤 貴行内田ヤエ子氏 高橋 義博 平取 稲原牧場 ：
ポッドサージェント 鹿 ▲平野 優小川眞査雄氏 矢野 照正 新冠 川上牧場 ： クビ

トーセンベイビー 青 ▲高嶋 活士島川 哉氏 柴崎 勇 日高 有限会社 エ
スティファーム ：

セビジャーナス 黒鹿 田中 博康加藤 厚子氏 浅野洋一郎 日高 広富牧場 ： 大差

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 計 的中
複勝票数 計 的中
枠連票数 計 的中
馬連票数 計 的中
馬単票数 計 的中
ワイド票数 計 的中

計 的中
計 的中

ハロンタイム

通過タイム ： ： ： ： ：
コーナー
通過順位

F F

勝馬の
紹 介

エバーブロッサム 父 ディープインパクト 母父 デ イ ン ヒ ル
母 サクラサクⅡ 母母 サクラフブキ

〔発走状況〕 セビジャーナス号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔制裁〕 トゥルヴァーユ号の騎手三浦皇成は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：

ポッドサージェント号の騎手平野優は，コーナーで内側に斜行したこ （被害馬：
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－ により以下の る馬とならなかった。

ダイメイホーム号
ダイワロフティ号・ツキノウサギ号・ヒカルハノハノ号

※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。

晴 良 競走
（ダート・右）

， 減
本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード

中央レコード
：
：

重
不良

ノッティングボーイ 鹿 丸田 恭介齊藤 直信氏 伊藤 伸一 浦河 冨岡 博一 ：

リネンタキシード 青鹿 田辺 裕信戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 B ：
ステップアヘッド 鹿 蛯名 正義松岡 謙氏 柄崎 孝 浦河 ：
アプリコーゼ 黒鹿 吉田 豊 キャロットファーム 木村 哲也 日高 待兼牧場 〃 クビ

ガッテンキャンパス 鹿 木幡 初広栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 上村 清志 ：
ヤマニンミミック 黒鹿 横山 典弘土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 〃 ハナ

オパールパワー 丸山 元気居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム ： クビ

ガルビスティー 鹿 北村 宏司備前島敏子氏 伊藤 大士 愛 Janus Blood-
stock Inc B 〃 クビ

カンタベリーナイト 鹿 西田雄一郎峰 哲馬氏 佐藤 全弘 新ひだか 藤吉牧場 ：
マイティージュニア 黒鹿 田中 博康本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ：
オペラフォンテン 栗 柴田 大知吉橋 計氏 柴崎 勇 浦河 中脇 満 ：
リュウシンヒーロー 鹿 △嶋田 純次桑畑 信氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ：
アルジェンタム 栗 F．ベリー H.H．シェイク・モハメド 小島 太 千歳 社台ファーム ：

（愛）

メジロハクリュウ 鹿 黛 弘人 土田 稔 洞 湖 メジロ牧場 ：
ラ グ ナ ロ ク 黒鹿 丹内 祐次岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド B ：
ドリームサンライズ 栗 中舘 英二セゾンレースホース 松山 康久 千歳 社台ファーム B （競走中止）

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 計 的中
複勝票数 計 的中
枠連票数 計 的中
馬連票数 計 的中
馬単票数 計 的中
ワイド票数 計 的中

計 的中
計 的中

ハロンタイム

通過タイム ： ： ： ： ： ： ：
コーナー
通過順位

→ F F・
・

・

勝馬の
紹 介

ノッティングボーイ 父 プリサイスエンド 母父 ダンスインザダーク
母 ノッティングギャル 母母 ウェディングダイヤ

〔競走中止〕 ドリームサンライズ号は，競走中に疾病〔右第1指節種子骨剥離骨折〕を発症したため2周目4コーナーで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－ により以下の る馬とならなかった。

ロングスローイン号
※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。



00031 1月12日 晴 良 （25中山1）第3日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13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 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

611 アサクサポイント �5青鹿57 岩田 康誠田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 474± 01：55．0 1．7�
510 アイアイエンデバー 牡4黒鹿56 吉田 豊齊藤 敬氏 小島 茂之 新冠 つつみ牧場 B458＋ 41：55．1� 8．7�
23 ローレルクラウド 牡4栗 56 蛯名 正義 �ローレルレーシング 大竹 正博 日高 天羽 禮治 B492－121：56．27 6．4�
612 タケルハヤテ 牡5鹿 57 C．ルメール 森 保彦氏 池上 昌弘 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 466± 01：56．52 4．5�
（仏）

12 シンデンアラタ 牡4黒鹿56 西田雄一郎神田 通博氏 佐藤 全弘 新ひだか 落合 一巳 510＋ 61：56．81� 162．4�
47 エーブポセイドーン 牡5鹿 57 五十嵐雄祐 �レーシングホース

ジャパン 清水 美波 新ひだか シンボリ牧場 512＋101：57．01	 95．8	
11 
 ヤマノトライ 牡4黒鹿56 柴田 善臣澤村 敏雄氏 阿部 新生 日高 日高大洋牧場 516＋ 6 〃 ハナ 23．9

48 トーセンアスカ 牡4栗 56

53 ▲横山 和生島川 �哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：57．1クビ 220．6�
35 レッドオブガバナー 牡5鹿 57 田中 勝春髙橋 一郎氏 嶋田 潤 新ひだか 三木田 頼嗣 B504＋10 〃 クビ 22．0
24 トミケンオウドウ 牡4鹿 56 木幡 初広冨樫 賢二氏 和田正一郎 浦河 今井 秀樹 480＋ 61：57．2クビ 49．6�
714
 サンマルヴィエント 牡5栗 57 江田 照男相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 490＋121：57．3� 132．5�
36 
 カシノグリーディ 牡4鹿 56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 青森 一山育成牧場 514＋ 81：58．15 498．7�
59 
 ラインミッシェル 牝4鹿 54 丸山 元気大澤 繁昌氏 根本 康広 新ひだか 上村 清志 440＋ 41：58．31� 362．5�
713
 ウィナーズマックス 牡4黒鹿 56

53 ▲杉原 誠人山口 克己氏 大江原 哲 平取 山口 明彦 B502＋361：58．61� 194．2�
815 ヘリオスフィア 牡4黒鹿56 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 474± 01：58．7クビ 76．4�
816
 マリーズタイム 牝5鹿 55 嘉藤 貴行冨沢 敦子氏 畠山 重則 新ひだか 土田農場 448＋ 6 （競走中止） 579．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，817，200円 複勝： 78，887，700円 枠連： 22，942，300円
馬連： 70，710，400円 馬単： 55，280，400円 ワイド： 32，198，000円
3連複： 91，003，300円 3連単： 193，262，600円 計： 575，101，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 180円 � 180円 枠 連（5－6） 610円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 320円 �� 270円 �� 770円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 4，030円

票 数

単勝票数 計 308172 的中 � 147472（1番人気）
複勝票数 計 788877 的中 � 481949（1番人気）� 60821（3番人気）� 59599（4番人気）
枠連票数 計 229423 的中 （5－6） 28110（3番人気）
馬連票数 計 707104 的中 �� 75062（3番人気）
馬単票数 計 552804 的中 �� 45902（3番人気）
ワイド票数 計 321980 的中 �� 26341（3番人気）�� 33330（2番人気）�� 9069（9番人気）
3連複票数 計 910033 的中 ��� 55742（4番人気）
3連単票数 計1932626 的中 ��� 35420（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．3―38．3―51．4―1：04．0―1：16．5―1：29．5―1：42．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．5
1
3
・（7，10）11（2，3，15）12（8，13）4－6，14，1－9，16，5・（7，10）11（2，3，15）（8，12）4，13（6，14）1（9，5）＝16

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アサクサポイント �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．12．25 中山3着

2008．3．9生 �5青鹿 母 レリックレーヌ 母母 カフェドフランス 18戦2勝 賞金 32，860，000円
〔競走中止〕 マリーズタイム号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため4コーナーで競走中止。
〔制裁〕 タケルハヤテ号の騎手C．ルメールは，下見所集合について注意義務を怠り過怠金10，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ケイツークロート号・コスモイフリート号
（非抽選馬） 1頭 ロジテール号
※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。

00032 1月12日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25中山1）第3日 第8競走 ��3，200�

なかやましんしゅん

中山新春ジャンプステークス
発走13時50分 （芝・ダート）

4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード3：31．0良・良

58 ハ ク サ ン 牡7黒鹿60 石神 深一篠﨑 恒雄氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 442＋ 23：34．3 4．4�
69 リザーブカード 牡10鹿 60 山本 康志 �サンデーレーシング 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム 508＋ 83：35．15 32．1�
46 スズカマジェスタ 牡5青鹿60 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 482± 03：35．31� 13．0�
45 ボストンプラチナ 牡6青鹿60 草野 太郎ボストンホース� 嶋田 潤 日高 浦新 徳司 466＋123：35．4クビ 90．3�
33 ビービースカット 牡6青鹿61 横山 義行�坂東牧場 田中 剛 日高 森本牧場 B522＋ 8 〃 クビ 21．0	
34 オンワードシェルタ 牡7鹿 60 黒岩 悠中西 功氏 新川 恵 浦河 オンワード牧場 502＋ 2 〃 ハナ 96．7

814 サンレイデューク 牡5鹿 61 植野 貴也永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 458－ 23：36．89 25．4�
11 テイエムブユウデン 牡6鹿 60 林 満明竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 競優牧場 468＋ 23：37．97 38．1�
22 ナ ド レ 牝7鹿 58 浜野谷憲尚吉橋 計氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 492－ 23：38．22 178．4
813 アドマイヤテンクウ 牡6鹿 60 西谷 誠近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 540－103：38．51� 26．9�
57 サトノケンオー �6栗 61 熊沢 重文里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 474－ 43：38．6	 1．8�
610 ト パ ン ガ �7青鹿60 高田 潤金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム 486± 03：38．7	 7．9�
711
 コブラボール 牡9青鹿60 金子 光希吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 492＋123：39．12	 139．0�
712 タ フ �5芦 60 五十嵐雄祐�グランプリ 森 秀行 安平 ノーザンファーム 478＋14 （競走中止） 16．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，866，500円 複勝： 42，605，100円 枠連： 26，349，100円
馬連： 69，896，200円 馬単： 50，065，900円 ワイド： 30，119，300円
3連複： 88，730，000円 3連単： 176，397，300円 計： 510，029，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 590円 � 390円 枠 連（5－6） 550円

馬 連 �� 7，440円 馬 単 �� 12，710円

ワ イ ド �� 1，680円 �� 890円 �� 4，830円

3 連 複 ��� 22，230円 3 連 単 ��� 128，140円

票 数

単勝票数 計 258665 的中 � 47054（2番人気）
複勝票数 計 426051 的中 � 91447（2番人気）� 15468（7番人気）� 25178（4番人気）
枠連票数 計 263491 的中 （5－6） 35942（2番人気）
馬連票数 計 698962 的中 �� 6937（23番人気）
馬単票数 計 500659 的中 �� 2909（35番人気）
ワイド票数 計 301193 的中 �� 4400（19番人気）�� 8657（10番人気）�� 1484（43番人気）
3連複票数 計 887300 的中 ��� 2946（60番人気）
3連単票数 計1763973 的中 ��� 1016（301番人気）
上り 1マイル 1：47．3 4F 51．9－3F 39．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハ ク サ ン �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2009．2．15 東京8着

2006．5．13生 牡7黒鹿 母 ユーワクイーン 母母 エプソムジョーオー 障害：32戦2勝 賞金 78，989，000円
〔競走中止〕 タフ号は，2周目1号障害〔水ごう〕着地時に転倒したため競走中止。
※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）11頭 アイティゴールド号・オウケンウッド号・オースミムーン号・コスモソユーズ号・シャイニーデザート号・

スマートステージ号・セイエイ号・ネオレボルーション号・マイネルパルティア号・マサシ号・
ローレルレヴァータ号

（非抽選馬） 3頭 サーストンムーン号・スズマーシャル号・パゴダ号



00033 1月12日 晴 良 （25中山1）第3日 第9競走 ��
��1，200�

は つ は る

初 春 賞
発走14時25分 （ダート・右）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

47 コスモケンジ 牡5栗 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ハクツ牧場 502＋ 21：11．4 2．3�
12 マックスガイ 牡4青鹿56 柴田 善臣平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 モリナガファーム B476± 01：11．93 5．9�
36 フルヒロボーイ 牡4鹿 56 嘉藤 貴行古岡 宏仁氏 田中 清隆 日高 木村牧場 524＋12 〃 アタマ 44．6�
612 テンエイエスプリ 牡6栗 57 田中 勝春熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 福島 農事組合法人

天栄牧場 500＋ 4 〃 ハナ 10．0�
815 ケ ビ ン ド ゥ 牡4栗 56 吉田 豊井上 一郎氏 伊藤 大士 日高 いとう牧場 476± 01：12．0� 13．6�
714 キンショーユウジャ 牡5栗 57 三浦 皇成礒野日出夫氏 田島 俊明 新ひだか 藤本牧場 514－ 21：12．21	 43．6	
11 ショウナンスマイル 牡6鹿 57 勝浦 正樹�湘南 古賀 史生 浦河 まるとみ冨岡牧場 B466＋ 4 〃 クビ 70．4

510
 ダブルスター 牡4栗 56 内田 博幸�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 502＋14 〃 ハナ 8．6�
23 ユメノキズナ 牝6鹿 55 横山 典弘諸江 幸祐氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 482－ 21：12．3クビ 33．0�
816 ヒカルマイソング �4栗 56 F．ベリー 高橋 光氏 戸田 博文 登別 青藍牧場 486－ 4 〃 アタマ 8．3

（愛）

48 ヘイハチスカイ 牡4鹿 56 木幡 初広伊藤 貴憲氏 和田 正道 浦河 オンワード牧場 462＋ 71：12．51	 125．5�
611
 トウショウセレクト 牡6鹿 57 熊沢 重文トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 500＋ 41：12．6� 323．7�
24 ド ナ リ サ 牝5鹿 55 大野 拓弥山田 貢一氏 高木 登 日高 中川 浩典 478± 0 〃 ハナ 143．2�
35 � セイウンリファイン 牡7鹿 57 村田 一誠西山 茂行氏 萱野 浩二 米 Aaron U. Jones

& Marie D. Jones B492＋141：12．7� 367．6�
59 � ゲ ン テ ン 牡4黒鹿56 D．マクドノー 林 正道氏 矢作 芳人 米 Carol Ham-

mersmith B496＋ 21：12．91� 34．9�
（愛）

713 シゲルシゲザネ 牡6鹿 57 岩田 康誠森中 蕃氏 藤沢 則雄 日高 出口牧場 476± 01：13．0クビ 10．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 41，932，000円 複勝： 80，067，100円 枠連： 34，916，600円
馬連： 141，280，300円 馬単： 77，042，200円 ワイド： 55，334，700円
3連複： 161，085，200円 3連単： 280，154，900円 計： 871，813，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 160円 � 850円 枠 連（1－4） 570円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，360円 �� 3，020円

3 連 複 ��� 7，830円 3 連 単 ��� 27，910円

票 数

単勝票数 計 419320 的中 � 148551（1番人気）
複勝票数 計 800671 的中 � 256891（1番人気）� 133404（2番人気）� 14445（11番人気）
枠連票数 計 349166 的中 （1－4） 45791（1番人気）
馬連票数 計1412803 的中 �� 171934（1番人気）
馬単票数 計 770422 的中 �� 58984（1番人気）
ワイド票数 計 553347 的中 �� 77638（1番人気）�� 8894（17番人気）�� 3873（32番人気）
3連複票数 計1610852 的中 ��� 15185（22番人気）
3連単票数 計2801549 的中 ��� 7409（83番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．7―11．9―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．4―46．3―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F37．0
3 14（15，3，16）（1，2，8）7，12（6，10，13）（11，9）（5，4） 4 ・（14，15，3）16（1，2）7（6，8，12）（10，13，9）（5，11）4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモケンジ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 メジロライアン デビュー 2010．8．29 新潟11着

2008．5．6生 牡5栗 母 メジロカンナ 母母 メジロホタカ 25戦4勝 賞金 71，966，000円
〔制裁〕 キンショーユウジャ号の騎手三浦皇成は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番・6番・

5番）
※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 クレバーデステニー号・サンセルマン号・トキノゲンジ号・ドクトルジバゴ号
※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。

00034 1月12日 晴 良 （25中山1）第3日 第10競走 ��
��2，200�

は つ さ き

初 咲 賞
発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000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
2：10．1
2：10．0

良
良

24 � シャドウパーティー 牡4鹿 56 F．ベリー 飯塚 知一氏 堀 宣行 愛 Lodge
Park Stud 496± 02：12．9 1．6�

（愛）

11 	 コモノドラゴン 牡5栗 57 内田 博幸永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 480＋ 62：13．11
 14．6�
815 ショウナンバーズ 牡5鹿 57 三浦 皇成国本 哲秀氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 506－ 6 〃 クビ 34．0�
612 マイネルシュライ 牡5青 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B498＋ 42：13．2� 7．8�

714 タガノレイヨネ 牡4栗 56 中舘 英二八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 510＋ 82：13．62� 21．5�

816 セコンドピアット 牝4鹿 54 蛯名 正義 	社台レースホース田中 清隆 千歳 社台ファーム 468＋ 42：13．7クビ 6．4

47 シンボリローレンス �8黒鹿57 丸田 恭介シンボリ牧場 宗像 義忠 門別 シンボリ牧場 490－ 22：13．8 187．7�
36 ミッキーレモン 牝5鹿 55 柴山 雄一野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 488＋ 62：13．9クビ 58．1�
59 ニシノボレロ 牡4青鹿56 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 川上牧場 492＋102：14．11� 41．1
713	 ケージーカチボシ 牡7鹿 57 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 岩見牧場 B554－ 22：14．2クビ 552．0�
12 プロフェッサー 牡4鹿 56 岩田 康誠近藤 英子氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 448± 0 〃 クビ 28．1�
48 スズカゲイル 牡8鹿 57 松田 大作永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 小島牧場 424＋162：14．41
 420．8�
510 コスモカンタービレ 牡6黒鹿57 C．ルメール 	ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 西村 和夫 502± 0 〃 アタマ 46．0�

（仏）

35 ラヴェルソナタ �5鹿 57 北村 宏司 	サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 526＋ 22：14．5 42．6�
611 ナンデヤネン 牡6青 57 吉田 隼人杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 486＋ 42：14．7 14．5�
23 ニシノラブキング 牡7栗 57 江田 勇亮西山 茂行氏 菅原 泰夫 鵡川 西山牧場 486＋ 62：15．87 460．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，717，800円 複勝： 105，886，900円 枠連： 47，433，800円
馬連： 159，641，000円 馬単： 102，644，800円 ワイド： 64，318，700円
3連複： 184，847，100円 3連単： 365，559，000円 計： 1，077，049，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 260円 � 630円 枠 連（1－2） 550円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，140円 �� 5，180円

3 連 複 ��� 7，750円 3 連 単 ��� 19，960円

票 数

単勝票数 計 467178 的中 � 233507（1番人気）
複勝票数 計1058869 的中 � 532725（1番人気）� 67330（4番人気）� 22740（8番人気）
枠連票数 計 474338 的中 （1－2） 64460（2番人気）
馬連票数 計1596410 的中 �� 139422（3番人気）
馬単票数 計1026448 的中 �� 69508（3番人気）
ワイド票数 計 643187 的中 �� 42688（4番人気）�� 13592（13番人気）�� 2816（46番人気）
3連複票数 計1848471 的中 ��� 17614（27番人気）
3連単票数 計3655590 的中 ��� 13522（57番人気）

ハロンタイム 12．3―11．6―12．6―12．5―12．3―11．9―12．1―11．7―11．8―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．3―23．9―36．5―49．0―1：01．3―1：13．2―1：25．3―1：37．0―1：48．8―2：00．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�シャドウパーティー �
�
父 King’s Best �

�
母父 Desert Prince デビュー 2011．10．30 東京2着

2009．2．20生 牡4鹿 母 Glinting Desert 母母 Dazzling Park 8戦3勝 賞金 41，069，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔騎手変更〕 プロフェッサー号の騎手石橋脩は，病気のため岩田康誠に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 ヴァーゲンザイル号・クリールカイザー号・ジェイケイラン号・シルクドルフィン号・ロードアイアン号
（非抽選馬） 1頭 アサクサマリンバ号
※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。



00035 1月12日 晴 良 （25中山1）第3日 第11競走 ��
��1，600�第29回フェアリーステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右・外）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金
1，800万円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 34，000，000円 14，000，000円 8，500，000円 5，100，000円 3，400，000円
付 加 賞 630，000円 180，000円 90，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

48 クラウンロゼ 牝3鹿 54 三浦 皇成矢野 恭裕氏 天間 昭一 新冠 カミイスタット 452－ 21：34．7 83．3�
611 ウキヨノカゼ 牝3黒鹿54 横山 典弘國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーフレンズファーム 492＋ 2 〃 アタマ 21．5�
714 サンブルエミューズ 牝3栗 54 岩田 康誠 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 426－ 6 〃 ハナ 3．2�
47 イリュミナンス 牝3鹿 54 C．ルメール 中村 昭博氏 松永 幹夫 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 484± 0 〃 クビ 2．8�

（仏）

816 スイートサルサ 牝3栗 54 田辺 裕信シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 474＋ 61：34．8	 22．1�
35 タ プ ロ ー ム 牝3鹿 54 D．マクドノー �ミルファーム 斎藤 誠 浦河 室田 千秋 482＋ 11：35．22	 58．4	

（愛）

510 リメンバーメジロ 牝3鹿 54 津村 明秀芹澤 精一氏 相沢 郁 洞爺湖 メジロ牧場 418＋ 81：35．3	 174．1

23 ウインプリメーラ 牝3黒鹿54 内田 博幸�ウイン 大久保龍志 新冠 ビッグレッドファーム 436＋ 61：35．4	 4．9�
815 スズノネイロ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 高橋 裕 浦河 山本牧場 474＋ 8 〃 同着 6．2
24 エクスパーシヴ 牝3鹿 54 川島 信二前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 474＋ 21：35．5	 87．2�
612 ブリリアントアスク 牝3鹿 54 田中 勝春廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 434－ 41：35．6	 132．0�
713 スマートルピナス 牝3鹿 54 武士沢友治大久保典義氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 440± 0 〃 アタマ 112．3�
59 ア ガ サ 牝3青 54 村田 一誠上野 直樹氏 小野 次郎 日高 社台ファーム 484＋ 61：35．81
 180．6�
12 モンシュシュ 牝3鹿 54 松田 大作 �グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 480－ 41：36．01
 44．5�
11 モンサンスピカ 牝3鹿 54 丸山 元気山下 新一氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 466± 01：36．31� 137．8�
36 カスティエル 牝3鹿 54 吉田 豊 P.G．ファッジ氏 尾関 知人 新ひだか 出羽牧場 434－ 61：36．83 38．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 116，305，400円 複勝： 168，284，400円 枠連： 96，890，400円
馬連： 439，721，200円 馬単： 254，843，000円 ワイド： 147，081，800円
3連複： 606，817，600円 3連単： 1，185，619，900円 計： 3，015，563，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，330円 複 勝 � 1，660円 � 530円 � 160円 枠 連（4－6） 2，310円

馬 連 �� 39，140円 馬 単 �� 109，860円

ワ イ ド �� 8，410円 �� 3，420円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 42，370円 3 連 単 ��� 515，610円

票 数

単勝票数 計1163054 的中 � 11014（10番人気）
複勝票数 計1682844 的中 � 20540（12番人気）� 71788（6番人気）� 386935（1番人気）
枠連票数 計 968904 的中 （4－6） 31057（7番人気）
馬連票数 計4397212 的中 �� 8292（59番人気）
馬単票数 計2548430 的中 �� 1712（133番人気）
ワイド票数 計1470818 的中 �� 4208（60番人気）�� 10502（33番人気）�� 30248（10番人気）
3連複票数 計6068176 的中 ��� 10570（98番人気）
3連単票数 計11856199 的中 ��� 1697（840番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．9―35．7―47．7―59．7―1：11．2―1：22．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F35．0

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

勝馬の
紹 介

クラウンロゼ �
�
父 ロ サ ー ド �

�
母父 ヒシアケボノ デビュー 2012．11．24 東京1着

2010．3．18生 牝3鹿 母 ヒ シ ア ス カ 母母 ヒシカデイーナ 2戦2勝 賞金 41，630，000円
〔制裁〕 ブリリアントアスク号の騎手田中勝春は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・2番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 ジョアンシーピン号・ジーニマジック号・セキショウ号・ダイワポライト号・ツクバアラモード号・

ナンシーシャイン号・ネロディアマンテ号・ハニームーナー号
※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。

00036 1月12日 晴 良 （25中山1）第3日 第12競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走16時10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 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．2
1：56．1

良
良

815 ヴェルデグリーン 牡5栗 57 田辺 裕信斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 476＋ 62：01．8 20．2�
35 リルバイリル �5鹿 57 吉田 隼人小林 薫氏 栗田 博憲 様似 富田 恭司 480＋102：02．22	 37．0�
612 モ ビ ー ル 牡5鹿 57 北村 宏司吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 472＋ 62：02．3	 7．9�
713 ブラインドサイド 牡4鹿 56 岩田 康誠諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 496＋ 82：02．62 2．8�
59 バンスタンウォルツ �5鹿 57

54 ▲杉原 誠人山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 474± 0 〃 クビ 8．7�
11 マイネルスパーブ 牡4鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム 460－10 〃 アタマ 31．8	
510 クラウドチェンバー 牡4鹿 56 横山 典弘 
キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 476＋ 42：02．7クビ 3．1�
48 ラクリモーサ 牝4青鹿54 勝浦 正樹 �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 444＋102：02．8
 23．1�
24 ディーエスライダー 牡4黒鹿56 吉田 豊秋谷 壽之氏 成島 英春 新ひだか 岡田スタツド 496＋ 62：02．9
 81．8
611 ゲームコンセプト 牡7芦 57 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム B522＋142：03．0クビ 111．4�
36 インディーグラブ 牡5鹿 57 C．ルメール 
社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 448＋ 82：03．31
 8．4�

（仏）

47 � グッドスター 牡4栗 56 二本柳 壮福本 次雄氏 武市 康男 平取 高橋 啓 482＋152：03．72	 247．8�
816� シゲルクルミ 牡4鹿 56 蛯名 正義森中 蕃氏 佐藤 吉勝 浦河 三枝牧場 470－ 92：03．8クビ 124．2�
714�� プロミシングユース 牡4鹿 56 柴田 善臣藤田 孟司氏 上原 博之 米 F. K. N.

Partners 428－12 〃 クビ 242．9�
12 マイネルエクレウス 牡4鹿 56 F．ベリー �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 496＋242：05．07 83．5�
（愛）

23 � ヘヴンリーカラーズ 牝4栗 54 江田 照男 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 444－ 72：06．610 128．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，994，900円 複勝： 78，567，100円 枠連： 42，094，800円
馬連： 150，732，100円 馬単： 90，552，200円 ワイド： 60，031，700円
3連複： 181，838，400円 3連単： 345，738，900円 計： 1，001，550，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，020円 複 勝 � 530円 � 810円 � 320円 枠 連（3－8） 4，340円

馬 連 �� 21，700円 馬 単 �� 48，150円

ワ イ ド �� 5，920円 �� 2，250円 �� 2，640円

3 連 複 ��� 47，760円 3 連 単 ��� 330，520円

票 数

単勝票数 計 519949 的中 � 20323（6番人気）
複勝票数 計 785671 的中 � 38475（6番人気）� 23672（9番人気）� 72542（3番人気）
枠連票数 計 420948 的中 （3－8） 7164（15番人気）
馬連票数 計1507321 的中 �� 5127（41番人気）
馬単票数 計 905522 的中 �� 1388（84番人気）
ワイド票数 計 600317 的中 �� 2467（45番人気）�� 6639（20番人気）�� 5614（25番人気）
3連複票数 計1818384 的中 ��� 2810（94番人気）
3連単票数 計3457389 的中 ��� 772（614番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―12．6―12．5―13．1―12．7―12．5―12．2―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．2―35．8―48．3―1：01．4―1：14．1―1：26．6―1：38．8―1：50．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴェルデグリーン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2010．12．25 中山1着

2008．3．26生 牡5栗 母 レディーダービー 母母 ウメノファイバー 14戦3勝 賞金 31，156，000円
〔騎手変更〕 ヴェルデグリーン号の騎手石橋脩は，病気のため田辺裕信に変更。
※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。
（非抽選馬） 2頭 トキノサコン号・トモロマイスター号
※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。



（25中山1）第3日 1月12日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 190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 手 当

239，240，000円
2，080，000円
7，860，000円
2，440，000円
21，770，000円
71，101，500円
5，886，800円
1，824，000円

勝馬投票券売得金
453，203，900円
863，606，000円
388，618，900円
1，377，856，700円
858，744，500円
553，363，600円
1，763，788，900円
3，260，618，000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 9，519，800，500円

総入場人員 19，809名 （有料入場人員 18，241名）
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