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00037 1月13日 晴 良 （25中山1）第4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 シャイニープリンス 牡3青鹿56 北村 宏司小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 コアレススタッド 494± 01：13．0 11．6�
713 シュナップス 牡3栗 56 吉田 豊藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 436－ 81：13．53 18．7�
24 ジ ョ バ イ ロ 牡3鹿 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 486－ 2 〃 アタマ 6．2�
47 メイショウトラクマ 牡3黒鹿56 内田 博幸松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 512± 01：14．13� 1．6�
611 アルマディヴァン 牝3栗 54 松岡 正海コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 484＋ 81：14．2� 8．3�
35 ティアップサニー 牝3黒鹿54 江田 照男田中 昇氏 奥平 雅士 洞爺湖 メジロ牧場 464＋ 8 〃 ハナ 33．3�
510 フレックスハート 牝3鹿 54 田中 博康保坂 和孝氏 木村 哲也 浦河 杵臼牧場 442－ 61：14．51� 148．8	
816 カカアデンカ 牝3栗 54 石橋 脩星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 448＋101：14．81� 56．7

36 ブライティアマンボ 牝3鹿 54 勝浦 正樹小林 昌志氏 成島 英春 平取 雅 牧場 434＋ 81：15．11� 83．3�
714 ジーランディア 牡3芦 56 的場 勇人池谷 誠一氏 的場 均 浦河 斉藤 政志 504＋101：15．2クビ 62．9�
11 カシノサトラップ 牡3栗 56 西田雄一郎柏木 務氏 天間 昭一 鹿児島 神野 生男 492＋181：15．3� 11．9
815 ナムラタンタン 牝3鹿 54 武士沢友治奈村 信重氏 石栗 龍彦 浦河 桑田フアーム 428＋ 41：15．61� 337．3�
12 マリンブリッジ 牝3鹿 54 吉田 隼人岡 浩二氏 中川 公成 新冠 有限会社 大

作ステーブル 398＋ 2 〃 クビ 67．7�
48 アルファエンゼル 牡3鹿 56 田辺 裕信�貴悦 和田正一郎 新ひだか 田上 稔 494± 01：15．81� 185．5�
23 ヒシカルチャー 牡3鹿 56

53 ▲横山 和生阿部 雅英氏 国枝 栄 新冠 カミイスタット 456－ 61：15．9� 392．2�
59 ダ ル ド 牡3鹿 56 丹内 祐次岡田 壮史氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド 426＋141：16．64 428．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，083，200円 複勝： 57，070，500円 枠連： 18，873，900円
馬連： 56，771，300円 馬単： 45，647，400円 ワイド： 29，516，700円
3連複： 83，252，500円 3連単： 152，035，300円 計： 468，250，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 350円 � 600円 � 210円 枠 連（6－7） 1，860円

馬 連 �� 5，470円 馬 単 �� 11，050円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 800円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 10，070円 3 連 単 ��� 71，110円

票 数

単勝票数 計 250832 的中 � 17186（4番人気）
複勝票数 計 570705 的中 � 41552（4番人気）� 21841（6番人気）� 84724（2番人気）
枠連票数 計 188739 的中 （6－7） 7514（7番人気）
馬連票数 計 567713 的中 �� 7673（16番人気）
馬単票数 計 456474 的中 �� 3049（29番人気）
ワイド票数 計 295167 的中 �� 5185（14番人気）�� 9319（7番人気）�� 5932（13番人気）
3連複票数 計 832525 的中 ��� 6104（28番人気）
3連単票数 計1520353 的中 ��� 1578（174番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―12．0―12．7―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―35．1―47．8―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャイニープリンス �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 リンドシェーバー デビュー 2012．12．22 中山4着

2010．4．26生 牡3青鹿 母 ダイタクピア 母母 スイートラブ 2戦1勝 賞金 6，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ラブジョーイ号・ロックフォード号
（非抽選馬） 2頭 デンポウ号・トーセンメンソーレ号

00038 1月13日 晴 良 （25中山1）第4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）

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 ビッグバンドジャズ 牡3黒鹿56 北村 宏司下河�美智子氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 494－ 61：57．7 1．4�
24 オリオンザジャパン 牡3芦 56 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 武 牧場 478＋ 21：57．91� 6．3�
611 オアフライダー 牡3鹿 56 内田 博幸 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 タバタファーム 468＋ 61：58．43 15．6�
11 ハートアンドハート 牝3青鹿54 勝浦 正樹村井 良孝氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 466－ 81：58．61 78．7�
48 マイネルゴスホーク 牡3鹿 56 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 浦河 大北牧場 502＋ 41：58．7� 9．8	
510 ロンギングエース 牡3鹿 56 石橋 脩坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 498± 01：58．8� 17．4

816 ヤマニンビルトゥズ 牡3鹿 56 伊藤 工真土井 肇氏 黒岩 陽一 浦河 廣田 伉助 494＋ 61：59．22� 19．7�
714 ケツァルコアトル 牡3青鹿56 黛 弘人�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 岡田スタツド 502＋ 41：59．3� 264．1
12 ポンデザムール 牡3黒鹿56 柴田 大知岡田 牧雄氏 本間 忍 新ひだか 沖田 哲夫 496－ 41：59．4� 103．3�
35 イオンドライブ 牡3鹿 56 D．マクドノー �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 464＋141：59．5� 99．4�

（愛）

713 ベルゲンクライ 牡3芦 56 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社
大原ファーム 494＋ 61：59．6� 40．6�

612 ナンヨーノキョー 牝3黒鹿54 柴田 善臣中村 德也氏 小笠 倫弘 浦河 三好牧場 442－ 61：59．81 49．0�
815 パンドラローズ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行冨沢 敦子氏 武市 康男 えりも 上島牧場 462－ 22：00．12 564．4�
47 フレーズデボワ 牡3栗 56 木幡 初広 �社台レースホース中川 公成 千歳 社台ファーム 488－ 62：00．31 172．7�
23 ブラックテラー 牡3栗 56 田中 博康小川 敏夫氏 小桧山 悟 新ひだか 石川 栄一 474＋ 22：01．36 634．6�
59 マイネルムーン 牡3鹿 56 F．ベリー �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム 444＋ 42：01．4� 126．2�
（愛）

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，373，500円 複勝： 107，849，400円 枠連： 17，188，500円
馬連： 63，831，300円 馬単： 55，899，900円 ワイド： 33，412，500円
3連複： 85，976，200円 3連単： 167，239，300円 計： 563，770，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 130円 � 190円 枠 連（2－3） 370円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 520円

ワ イ ド �� 170円 �� 300円 �� 450円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 2，190円

票 数

単勝票数 計 323735 的中 � 187802（1番人気）
複勝票数 計1078494 的中 � 730113（1番人気）� 114550（2番人気）� 56514（3番人気）
枠連票数 計 171885 的中 （2－3） 35133（1番人気）
馬連票数 計 638313 的中 �� 126815（1番人気）
馬単票数 計 558999 的中 �� 80020（1番人気）
ワイド票数 計 334125 的中 �� 60716（1番人気）�� 25501（3番人気）�� 15474（6番人気）
3連複票数 計 859762 的中 ��� 70749（2番人気）
3連単票数 計1672393 的中 ��� 56416（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．4―39．2―52．9―1：05．9―1：18．9―1：31．9―1：44．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビッグバンドジャズ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．12．23 中山2着

2010．1．16生 牡3黒鹿 母 スイートベイジル 母母 チョコレートケーキ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 イノチノリユウ号・ドリームアース号・トーホウリンドウ号・ミサキノドリーム号
（非抽選馬） 9頭 エーブウルトラマン号・ギルガードール号・キープトライン号・スペリオル号・テワヒポウナム号・

バロンミノル号・フクノカストル号・マイネルワーグナー号・ラグーン号
※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。

第１回 中山競馬 第４日



00039 1月13日 晴 良 （25中山1）第4日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時00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

48 バ ヤ ル 牝3鹿 54 横山 典弘杉澤 光雄氏 小野 次郎 日高 坂 牧場 428＋ 21：13．5 4．4�
510 フジマサマキシム 牝3栗 54 江田 照男藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 484－ 61：13．82 1．7�
59 ブラウンワールド 牝3黒鹿54 石橋 脩キャピタルクラブ 加藤 和宏 新冠 田鎖牧場 448－ 21：14．11� 17．3�
611 ラフアウトラウド 牝3栗 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 畠山 重則 浦河 バンダム牧場 464－ 41：14．2� 200．1�
11 トウカイクッキー 牝3青鹿54 田辺 裕信内村 正則氏 成島 英春 浦河 松栄牧場 442＋ 41：14．3� 18．9�
612 カワイコチャン 牝3鹿 54 武士沢友治スリースターズレーシング 尾関 知人 新ひだか 前田 宗将 428＋ 41：14．62 7．4	
12 ハイランドコンドル 牝3黒鹿54 村田 一誠小林 久義氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 412－ 21：14．8� 473．8

714 オ リ ヴ ィ ア 牝3鹿 54 丸田 恭介村上 稔氏 伊藤 伸一 新ひだか キヨタケ牧場 440＋ 21：15．33 31．7�
36 スズカランラン 牝3栗 54

51 ▲横山 和生永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 428＋141：15．72� 290．3�
816 ムーンメイヴン 牝3鹿 54 三浦 皇成 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482＋20 〃 ハナ 9．4
815 ケンブリッジアトナ 牝3栗 54

51 ▲原田 和真中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 426－101：16．12� 342．1�

23 アクアライナー 牝3黒鹿54 木幡 初広伊藤 貴憲氏 和田 正道 新冠 小泉牧場 426＋ 61：16．42 78．4�
713 カシノオパール 牝3芦 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 前川 隆則 416－ 21：17．25 359．0�
24 エンプレスリリー 牝3栗 54 的場 勇人�本桐牧場 的場 均 新ひだか 本桐牧場 432＋ 4 〃 ハナ 295．2�
47 オトヒメノデンエン 牝3栗 54 柴田 大知藤本 隆氏 浅野洋一郎 新ひだか 藤本牧場 378－ 8 〃 クビ 328．0�
35 フレンドメモリー 牝3栗 54 大庭 和弥横尾 晴人氏 清水 美波 新ひだか 友田牧場 408－ 21：17．73 346．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，384，600円 複勝： 89，378，200円 枠連： 18，853，000円
馬連： 72，290，100円 馬単： 58，116，800円 ワイド： 34，023，900円
3連複： 91，951，800円 3連単： 195，403，100円 計： 591，401，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 120円 � 110円 � 250円 枠 連（4－5） 260円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 150円 �� 460円 �� 340円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 3，740円

票 数

単勝票数 計 313846 的中 � 57326（2番人気）
複勝票数 計 893782 的中 � 151393（2番人気）� 509801（1番人気）� 36236（6番人気）
枠連票数 計 188530 的中 （4－5） 55304（1番人気）
馬連票数 計 722901 的中 �� 202288（1番人気）
馬単票数 計 581168 的中 �� 52415（2番人気）
ワイド票数 計 340239 的中 �� 76648（1番人気）�� 14849（8番人気）�� 21628（3番人気）
3連複票数 計 919518 的中 ��� 86755（2番人気）
3連単票数 計1954031 的中 ��� 38605（8番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．8―13．0―12．8―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．5―47．5―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バ ヤ ル �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Conquistador Cielo デビュー 2012．11．24 東京2着

2010．5．6生 牝3鹿 母 フリートゥビー 母母 Countess of Poland 3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フレンドメモリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年2月13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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 アイティコスモス号・エレガントアゲン号・スプリングカフェ号・バトルタイムレス号・バトルレジナ号・

プリティーキャロル号・フレンドレディー号・マイネロア号

00040 1月13日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25中山1）第4日 第4競走 ��2，880�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時30分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
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3：10．2良・良

610 タマモアルプス 牡6黒鹿60 西谷 誠タマモ� 藤岡 健一 新ひだか 曾我 博 524－ 83：13．8 4．3�
11 シ グ ナ リ オ 牡9栗 60 横山 義行小林 昌志氏 成島 英春 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 43：15．5大差 9．9�
22 � ホウザンドラゴン �7青鹿60 浜野谷憲尚加藤 豊三氏 菊沢 隆徳 むかわ 清水ファーム 504＋123：16．88 6．1�
45 フリーダムシチー 牡4栗 59 草野 太郎 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 日高 幾千世牧場 458＋183：17．43� 44．6�
814 テ ル バ イ ク 牡5栗 60 山本 康志加藤 信之氏 小島 茂之 日高 有限会社

ケイズ 484＋ 63：18．03� 2．0�
711 リバーオリエンタル 牡4鹿 59 江田 勇亮吉田 和美氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 454＋ 83：18．21� 47．6	
58 シンボリルルド �6鹿 60 五十嵐雄祐シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 462－ 23：19．15 9．4

57 � イクゼギンギラギン 牡5青鹿60 北沢 伸也佐々木完二氏 田中 剛 新ひだか 千代田牧場 468＋ 6 〃 ハナ 49．2�
69 ティアップハッピー 牝4栗 57 大江原 圭田中 昇氏 高木 登 日高 天羽牧場 498± 03：19．31� 146．7�
33 � ダイヤモンドハウス �5黒鹿60 植野 貴也ロイヤルパーク 武 宏平 新ひだか 三石ファーム 442± 03：20．04 30．2
813 スリーキャピトル 牝4鹿 57 田村 太雅永井商事� 武 宏平 新ひだか 三石ファーム 454＋ 23：23．6大差 232．7�
46 ヘイセイレジェンド 牡5鹿 60 鈴木 慶太松岡 研司氏 大和田 成 新ひだか マツケン農場 508＋303：23．7	 291．8�
34 ディープアンドソン 牡4鹿 59 金子 光希有限会社シルク宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 488＋10 〃 クビ 63．3�
712 トロンプルイユ 牝6栗 58 高野 和馬前田 幸治氏 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 470＋183：32．1大差 45．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，140，800円 複勝： 27，927，900円 枠連： 16，030，900円
馬連： 47，273，500円 馬単： 36，217，400円 ワイド： 21，468，400円
3連複： 62，219，600円 3連単： 115，815，400円 計： 348，093，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 190円 � 240円 � 200円 枠 連（1－6） 1，980円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 2，810円

ワ イ ド �� 690円 �� 460円 �� 580円

3 連 複 ��� 2，660円 3 連 単 ��� 11，960円

票 数

単勝票数 計 211408 的中 � 38926（2番人気）
複勝票数 計 279279 的中 � 40991（2番人気）� 28087（5番人気）� 39856（3番人気）
枠連票数 計 160309 的中 （1－6） 5990（9番人気）
馬連票数 計 472735 的中 �� 19805（6番人気）
馬単票数 計 362174 的中 �� 9514（10番人気）
ワイド票数 計 214684 的中 �� 7455（7番人気）�� 11954（5番人気）�� 9122（6番人気）
3連複票数 計 622196 的中 ��� 17308（7番人気）
3連単票数 計1158154 的中 ��� 7148（31番人気）
上り 1マイル 1：46．2 4F 51．8－3F 38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タマモアルプス �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2009．8．30 札幌3着

2007．4．13生 牡6黒鹿 母 ハ イ ジ 母母 ハイドアンドシーク 障害：2戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ヘイセイレジェンド号の騎手鈴木慶太は，1周目2コーナー手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番・3番）
〔その他〕 トロンプルイユ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 トロンプルイユ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年2月13日まで出走できない。
※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 デミチンタ号



00041 1月13日 晴 良 （25中山1）第4日 第5競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳

発走12時20分 （芝・右・外）
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
2：10．1
2：10．0

良
良

713 シャイニーリーヴァ 牡3鹿 56 田中 勝春小林 昌志氏 菊川 正達 平取 雅 牧場 462－ 22：15．3 4．9�
612 モ モ ト ン ボ 牝3鹿 54 北村 宏司 �社台レースホース栗田 徹 千歳 社台ファーム 452－ 6 〃 クビ 10．8�
47 トーセンハルカゼ 牡3鹿 56 内田 博幸島川 �哉氏 鈴木 康弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 486＋ 22：15．4� 8．3�
12 ゴールドボンド 牡3鹿 56 武士沢友治 �ゴールドレーシング 加藤 和宏 新冠 松浦牧場 490＋ 62：15．61� 25．5	
35 マイネルサンオペラ 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 日高 春木 昭雄 462± 02：15．7クビ 3．2

510 ダルメシアン 牡3青 56 丸田 恭介本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 前田 宗将 478＋102：15．8� 31．5�
36 ビアンカシェボン 牝3青鹿54 横山 典弘 P.S．スライ氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 506－ 62：15．9� 19．7�
11 ウインフェロー 牡3鹿 56 田辺 裕信�ウイン 尾関 知人 様似 小田 誠一 470＋122：16．0� 129．9
815 ダイワマークスマン 牡3栗 56 柴田 善臣大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 490－ 42：16．21� 80．9�
611 ヒカルデザイアー 牡3鹿 56 F．ベリー 髙橋 京子氏 武藤 善則 登別 登別上水牧場 470± 02：16．3� 6．1�

（愛）

48 ガ ウ チ ョ 牡3鹿 56 松岡 正海阿部 幸暉氏 松山 将樹 浦河 桑田フアーム 486± 02：16．4� 24．4�
23 ヴェイパーコーン 牡3栗 56 中谷 雄太 �グリーンファーム和田 正道 新ひだか 前田 宗将 B518＋ 42：16．5� 29．8�
24 マイネルミラノ 牡3栗 56 大野 拓弥 �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 458－ 42：16．71	 19．1�
714 ヤマチョウボス 牡3鹿 56 津村 明秀長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 490－ 22：17．12� 15．3�
59 マイネカトレア 牝3栗 54 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B436－102：17．95 43．7�
816 チャンピオンゴッド 牡3鹿 56 江田 照男坪野谷和平氏 谷原 義明 新冠 川上牧場 B488＋ 22：18．0� 151．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，762，400円 複勝： 55，222，100円 枠連： 25，829，400円
馬連： 78，580，900円 馬単： 47，177，800円 ワイド： 36，712，900円
3連複： 99，863，800円 3連単： 147，387，800円 計： 520，537，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 200円 � 310円 � 260円 枠 連（6－7） 800円

馬 連 �� 3，040円 馬 単 �� 5，880円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 920円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 9，340円 3 連 単 ��� 49，360円

票 数

単勝票数 計 297624 的中 � 48067（2番人気）
複勝票数 計 552221 的中 � 80120（3番人気）� 43707（5番人気）� 55787（4番人気）
枠連票数 計 258294 的中 （6－7） 23960（4番人気）
馬連票数 計 785809 的中 �� 19111（10番人気）
馬単票数 計 471778 的中 �� 5922（19番人気）
ワイド票数 計 367129 的中 �� 7894（11番人気）�� 10071（7番人気）�� 5794（17番人気）
3連複票数 計 998638 的中 ��� 7899（29番人気）
3連単票数 計1473878 的中 ��� 2204（142番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―12．3―12．2―12．9―12．7―12．9―11．8―12．2―12．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．4―23．4―35．7―47．9―1：00．8―1：13．5―1：26．4―1：38．2―1：50．4―2：02．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャイニーリーヴァ �
�
父 ダイタクリーヴァ �

�
母父 Storm Bird デビュー 2012．7．15 新潟6着

2010．5．7生 牡3鹿 母 ストームサンデー 母母 Satiety 4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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アナタトトモニ号
（非抽選馬） 7頭 オマツリマンボ号・ゲンキチタチカゼ号・コスモギガデイン号・シャンピオナ号・スイートジグ号・

ディーズリアン号・メリオンジョー号
※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。

00042 1月13日 晴 良 （25中山1）第4日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時50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

35 アラマサウイン 牝3黒鹿54 勝浦 正樹�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 478 ―1：38．1 12．1�
815 メリーウェザー 牝3鹿 54 内田 博幸吉田 和美氏 栗田 徹 洞爺湖 メジロ牧場 492 ― 〃 クビ 4．0�
23 クラウンアルテミス 牝3鹿 54 D．マクドノー 矢野 悦三氏 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 440 ―1：38．2クビ 4．9�

（愛）

713 アイサメヤラズ 牝3鹿 54 村田 一誠西山 茂行氏 萱野 浩二 新冠 川上牧場 458 ―1：38．41� 66．8�
11 コーラルタワー 牡3黒鹿56 丹内 祐次田和 廣通氏 矢野 照正 新ひだか 鳥谷 勝彦 444 ―1：38．5� 35．7�
59 	 アンナチュラル 牝3鹿 54 丸山 元気�大樹ファーム 古賀 慎明 米

Galleria Blood-
stock & Summer-
hill Bloodstock

448 ―1：38．71� 2．8	
12 シングンジャガー 牡3黒鹿56 宮崎 北斗伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 464 ― 〃 クビ 47．9

612 レリックマイヤー 牝3鹿 54 柴田 善臣水上 行雄氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 464 ― 〃 アタマ 8．6�
816 ティアップビクター 牡3黒鹿56 黛 弘人田中 昇氏 高木 登 浦河 猿橋 義昭 448 ―1：39．12� 88．0�
24 ドリームワン 牡3栗 56 三浦 皇成田中 正嗣氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 448 ― 〃 クビ 22．9
47 コスモスマイル 牡3鹿 56 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 日高 厚賀古川牧場 468 ―1：39．31� 80．5�
611 プヴォワール 牝3鹿 54 江田 照男�川島牧場 牧 光二 新冠 川島牧場 428 ―1：39．51� 130．5�
36 アシタハテンキ 牝3黒鹿54 中舘 英二岩瀨 正志氏 佐藤 吉勝 浦河 昭和牧場 432 ―1：39．81
 15．0�
510 エメラルドカナン 牡3栗 56 大庭 和弥西浦 和男氏 土田 稔 浦河 丸幸小林牧場 436 ―1：39．9クビ 163．8�
714 ダイワプロシード 牝3栗 54 丸田 恭介大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 464 ―1：40．21
 31．6�
48 ドントクライ 牡3鹿 56 五十嵐雄祐�和田牧場 和田正一郎 新ひだか グランド牧場 504 ―1：40．41� 192．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，810，800円 複勝： 34，330，500円 枠連： 20，623，400円
馬連： 57，144，500円 馬単： 37，330，200円 ワイド： 24，609，800円
3連複： 66，678，200円 3連単： 110，598，000円 計： 374，125，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 300円 � 170円 � 190円 枠 連（3－8） 1，360円

馬 連 �� 2，220円 馬 単 �� 5，010円

ワ イ ド �� 790円 �� 910円 �� 530円

3 連 複 ��� 3，940円 3 連 単 ��� 28，400円

票 数

単勝票数 計 228108 的中 � 14927（5番人気）
複勝票数 計 343305 的中 � 25306（5番人気）� 61961（2番人気）� 49294（3番人気）
枠連票数 計 206234 的中 （3－8） 11240（8番人気）
馬連票数 計 571445 的中 �� 19043（9番人気）
馬単票数 計 373302 的中 �� 5502（19番人気）
ワイド票数 計 246098 的中 �� 7568（9番人気）�� 6519（10番人気）�� 11876（3番人気）
3連複票数 計 666782 的中 ��� 12497（10番人気）
3連単票数 計1105980 的中 ��� 2874（77番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．7―37．4―50．2―1：02．9―1：14．9―1：26．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．9―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

アラマサウイン �
�
父 ウインラディウス �

�
母父 Gone West 初出走

2010．5．7生 牝3黒鹿 母 ゴーンスペクター 母母 Angelic Note 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の14頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）14頭 アズマワンダー号・アルファアリア号・コンチェルティーノ号・サウスマキシム号・シシリーガール号・

スプリングマジック号・センサシオン号・チョコレートリリー号・フィールフリーリー号・ボンボニエール号・
マイネルイグナイト号・ミヤビアンジェロ号・モンプレジール号・ロマンティックガイ号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



00043 1月13日 晴 良 （25中山1）第4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）

牝，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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

612 ファーマジェンヌ 牝4黒鹿54 内田 博幸中西 功氏 谷原 義明 浦河 オンワード牧場 498＋ 21：55．5 3．6�
59 � トーホウビューティ 牝5栗 55

53 △嶋田 純次東豊物産� 田中 清隆 浦河 有限会社
吉田ファーム 464＋ 21：56．03 44．5�

12 ツーオブアス 牝4黒鹿 54
52 △西村 太一�前川企画 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 474＋ 81：56．42� 21．4�

35 ニシノキュアノス 牝6青鹿55 大野 拓弥西山 茂行氏 伊藤 圭三 むかわ 西山牧場 B502＋ 21：56．5� 15．8�
24 � マ レ ン カ ヤ 牝5鹿 55 柴田 大知加藤 厚子氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 454＋ 4 〃 ハナ 15．6	
11 ピュアダイヤモンド 牝4青鹿 54

51 ▲杉原 誠人 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 454＋ 61：56．82 75．1

47 � クリノソーニャ 牝8鹿 55

52 ▲横山 和生栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 吉田 又治 454＋ 2 〃 ハナ 246．4�
815 リアライズクレア 牝4栗 54 D．マクドノー 工藤 圭司氏 加藤 征弘 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 540＋ 6 〃 クビ 10．7�
（愛）

611� フィールザライト 牝5黒鹿55 横山 典弘櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 418－ 61：57．54 20．5
713 コスモレイラ 牝4青鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 478＋ 21：58．24 20．5�
816 ヴィオラーネ 牝4青鹿54 柴田 善臣平井 裕氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 460＋ 41：58．41	 2．9�
23 アースソング 牝5鹿 55 F．ベリー H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466－ 21：58．5� 21．7�
（愛）

36 � バージンロード 牝4鹿 54 江田 照男泉 一郎氏 嶋田 潤 新ひだか 坂本牧場 B464＋141：58．6� 211．6�
48 ウエスタンルーチェ 牝4黒鹿54 勝浦 正樹西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか ウエスタンファーム 452＋141：58．81� 57．1�
510� ユウミプリンセス 牝4栗 54 丸山 元気相原 宏德氏 根本 康広 新冠 飛渡牧場 438± 02：00．5大差 66．2�
714 ベルモントキーラ 牝5青鹿55 北村 宏司 �ベルモントファーム勢司 和浩 新冠 ベルモント

ファーム 474－ 82：00．6クビ 7．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，227，600円 複勝： 44，332，800円 枠連： 28，287，200円
馬連： 77，807，400円 馬単： 45，754，100円 ワイド： 35，385，300円
3連複： 96，460，400円 3連単： 149，423，300円 計： 500，678，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 730円 � 380円 枠 連（5－6） 4，860円

馬 連 �� 5，960円 馬 単 �� 10，230円

ワ イ ド �� 1，800円 �� 910円 �� 5，950円

3 連 複 ��� 22，410円 3 連 単 ��� 123，630円

票 数

単勝票数 計 232276 的中 � 52091（2番人気）
複勝票数 計 443328 的中 � 105714（1番人気）� 12427（11番人気）� 26689（7番人気）
枠連票数 計 282872 的中 （5－6） 4303（17番人気）
馬連票数 計 778074 的中 �� 9635（22番人気）
馬単票数 計 457541 的中 �� 3302（36番人気）
ワイド票数 計 353853 的中 �� 4824（19番人気）�� 10035（8番人気）�� 1414（58番人気）
3連複票数 計 964604 的中 ��� 3177（69番人気）
3連単票数 計1494233 的中 ��� 892（363番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―36．7―50．1―1：03．2―1：16．2―1：29．3―1：42．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ファーマジェンヌ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 タイトスポット デビュー 2011．12．24 中山2着

2009．2．8生 牝4黒鹿 母 オンワードテティス 母母 オンワードウッド 15戦2勝 賞金 24，470，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベルモントキーラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年2月13日まで平地

競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

00044 1月13日 晴 良 （25中山1）第4日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時50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
1：08．7
1：08．7

重
重

35 � サトノロック 牡6鹿 57 D．マクドノー 里見 治氏 国枝 栄 愛 Rockhart
Trading Ltd B476± 01：12．8 38．9�

（愛）

47 トーセントレジャー 牡5鹿 57
54 ▲高嶋 活士島川 �哉氏 柴崎 勇 新ひだか 矢野牧場 498＋ 61：13．01 8．1�

48 リバティーアゲイン 牡4青鹿56 田辺 裕信阿部 幸暉氏 松山 将樹 新冠 ラツキー牧場 492＋ 4 〃 クビ 6．5�
611 ダークシーカー 牡4栗 56 吉田 豊松本 俊廣氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 534＋ 2 〃 アタマ 3．0�
510 ドリームジェダイ 牡4栗 56 大野 拓弥セゾンレースホース� 阿部 新生 新ひだか 片岡 博 482± 0 〃 ハナ 5．5	
815� セイウンシェンロン 牡6黒鹿57 勝浦 正樹西山 茂行氏 古賀 史生 米 Brilliant

Stables Inc. 474＋ 81：13．1クビ 54．3

714 スフィンクス 牝4鹿 54 丸山 元気佐々木雄二氏 武藤 善則 新ひだか 橋本牧場 446－ 2 〃 アタマ 18．1�
713 ソーラーインパルス 牡4黒鹿56 松岡 正海吉田 和美氏 新開 幸一 浦河 まるとみ冨岡牧場 530＋121：13．31 35．2�
612� フェアエレン 牝4栗 54 北村 宏司前田 幸治氏 小笠 倫弘 米 WinStar

Farm LLC 472± 0 〃 クビ 5．9
23 エ リ ク サ ー 牡4栗 56 横山 典弘 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B476＋ 81：13．4	 9．6�
816
 カンタベリーママ 牝4鹿 54 西田雄一郎峰 哲馬氏 佐藤 全弘 新ひだか 藤吉牧場 420＋ 81：13．93 339．3�
59 カネトシファイター 牡5栗 57 的場 勇人兼松 利男氏 高橋 義博 日高 新井 弘幸 494＋181：14．21� 268．3�
11 ブルースター 牡5栗 57 中谷 雄太 �三石川上牧場 伊藤 伸一 新ひだか 三石川上牧場 466－ 61：14．41� 76．4�
24 キングスウィープ 牡7青鹿 57

54 ▲山崎 亮誠増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 築紫 洋 B476＋ 61：15．57 427．6�
12 コップヒヤザケ 牡4鹿 56 三浦 皇成大久保與志雄氏 鹿戸 雄一 浦河 杵臼牧場 482＋161：15．6クビ 28．0�
36 � バージニアキャット 牝5栗 55 中舘 英二�須野牧場 小笠 倫弘 米 Ironwater Farms

Joint Venture 484＋ 81：16．02	 111．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，069，400円 複勝： 61，247，000円 枠連： 32，470，600円
馬連： 99，496，200円 馬単： 58，790，400円 ワイド： 41，385，000円
3連複： 122，335，800円 3連単： 197，023，400円 計： 644，817，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，890円 複 勝 � 1，240円 � 270円 � 250円 枠 連（3－4） 5，970円

馬 連 �� 18，110円 馬 単 �� 40，180円

ワ イ ド �� 5，260円 �� 4，230円 �� 920円

3 連 複 ��� 40，440円 3 連 単 ��� 316，100円

票 数

単勝票数 計 320694 的中 � 6513（10番人気）
複勝票数 計 612470 的中 � 10758（11番人気）� 63826（5番人気）� 73745（4番人気）
枠連票数 計 324706 的中 （3－4） 4014（17番人気）
馬連票数 計 994962 的中 �� 4055（44番人気）
馬単票数 計 587904 的中 �� 1080（92番人気）
ワイド票数 計 413850 的中 �� 1891（47番人気）�� 2357（42番人気）�� 11682（11番人気）
3連複票数 計1223358 的中 ��� 2233（96番人気）
3連単票数 計1970234 的中 ��� 460（651番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．6―12．6―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．4―47．0―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サトノロック �
�
父 Rock of Gibraltar �

�
母父 Thunder Gulch デビュー 2010．2．7 東京2着

2007．3．31生 牡6鹿 母 Ariadaeus 母母 Rills 15戦2勝 賞金 22，580，000円
［他本会外：2戦1勝］

〔制裁〕 エリクサー号の騎手横山典弘は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）
ダークシーカー号の騎手吉田豊は，決勝線手前での御法について戒告。

※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） 1頭 アークペガサス号
（非抽選馬） 3頭 アポロパックマン号・ジャイアン号・ダイキチチョウナン号
※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。



00045 1月13日 晴 良 （25中山1）第4日 第9競走 ��
��1，800�

く ろ ち く

黒 竹 賞
発走14時25分 （ダート・右）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

816 ソ ロ ル 牡3黒鹿56 F．ベリー �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 追分ファーム 468－ 21：55．9 6．7�
（愛）

23 クリソライト 牡3鹿 56 松岡 正海 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 482± 01：56．0� 1．7�
815 ロバーストナカヤマ 牡3黒鹿56 田辺 裕信�中山牧場 牧 光二 浦河 中山牧場 520＋ 4 〃 クビ 7．9�
714 ハコダテナイト 牡3栗 56 石橋 脩河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 500＋ 21：56．63� 37．0�
48 ポルスターシャイン 牡3鹿 56 柴田 善臣平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 470－ 61：56．91� 24．6�
612 バイタルフォルム 牡3黒鹿56 内田 博幸髙樽さゆり氏 新開 幸一 浦河 藤春 修二 478＋ 21：57．22 29．1	
35 ディーエスタイド 牡3黒鹿56 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 川上牧場 484± 0 〃 クビ 6．4

36 	 ビービーボイジャー 牡3栗 56 津村 明秀�坂東牧場 高柳 瑞樹 浦河 金成吉田牧場 498± 01：57．3クビ 42．1�
510 ローレルアルトス 牡3黒鹿56 村田 一誠 �ローレルレーシング 小野 次郎 青森 ワールドファーム 460－ 2 〃 ハナ 127．4
11 コスモアリュール 牡3鹿 56 柴田 大知岡田 繁幸氏 清水 美波 新ひだか ウエスタンファーム 458＋28 〃 クビ 156．2�
47 ア ザ ゼ ル 牡3青鹿56 三浦 皇成前田 幸治氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 484－ 81：57．51
 73．0�
24 コンプリートゲーム 牡3鹿 56 丸山 元気島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 518－ 4 〃 クビ 305．2�
713 ザショットアロー 牡3鹿 56 大野 拓弥�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下牧場 484＋ 21：58．03 94．7�
12 サングブルー 牡3芦 56 北村 宏司吉田 和美氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 444－ 61：58．1� 62．9�
611 トーセンハクオウ 牡3栗 56 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 池田 新田牧場 520＋ 41：58．2クビ 75．5�
59 プロモントーリオ 牡3鹿 56 中舘 英二水上 行雄氏 萩原 清 日高 道見牧場 506＋121：58．4� 69．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，712，700円 複勝： 139，176，700円 枠連： 45，573，900円
馬連： 145，413，400円 馬単： 102，413，600円 ワイド： 58，169，600円
3連複： 179，430，100円 3連単： 363，142，400円 計： 1，082，032，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 190円 � 110円 � 240円 枠 連（2－8） 300円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 260円 �� 730円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 7，020円

票 数

単勝票数 計 487127 的中 � 57533（3番人気）
複勝票数 計1391767 的中 � 94001（3番人気）� 909337（1番人気）� 62840（4番人気）
枠連票数 計 455739 的中 （2－8） 114109（1番人気）
馬連票数 計1454134 的中 �� 209361（2番人気）
馬単票数 計1024136 的中 �� 57848（4番人気）
ワイド票数 計 581696 的中 �� 62275（2番人気）�� 17406（8番人気）�� 44543（3番人気）
3連複票数 計1794301 的中 ��� 110910（3番人気）
3連単票数 計3631424 的中 ��� 38214（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―37．5―51．4―1：04．8―1：17．7―1：30．3―1：43．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ソ ロ ル �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．10．28 東京10着（1位）

2010．3．29生 牡3黒鹿 母 ラバヤデール 母母 ニ キ ー ヤ 4戦2勝 賞金 15，399，000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） 5頭 ケイアイレオ号・サトノイクシード号・フクノカシオペア号・ワンダーロード号・ワールドレーヴ号
※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。

00046 1月13日 晴 良 （25中山1）第4日 第10競走 ��
��2，500�

げいしゅん

迎春ステークス
発走15時00分 （芝・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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：29．5

良
良

22 サクセスパシュート 牡5鹿 57 内田 博幸髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 高昭牧場 478± 02：34．4 3．8�
11 マイネルメダリスト 牡5鹿 57 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 新冠伊藤牧場 496± 0 〃 アタマ 13．2�
33 ケニアブラック 牡7鹿 57 北村 宏司吉田 和美氏 勢司 和浩 日高 佐々木牧場 474± 0 〃 クビ 15．1�
79 タ イ タ ン 牡5栗 57 横山 典弘深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 470－ 42：34．5クビ 22．9�
68 フェデラルホール 牡4黒鹿56 吉田 隼人吉田 勝己氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 490＋102：34．6� 2．6�
710 マイネルマーク 牡5青鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B466＋ 82：34．81	 4．4	
44 サトノシュレン 牡5黒鹿57 三浦 皇成里見 治氏 村山 明 浦河 昭和牧場 488＋ 22：34．9
 8．0

55 ジャングルハヤテ 牡6黒鹿57 西田雄一郎伊藤 誠吉氏 大和田 成 新ひだか グランド牧場 490＋162：35．11 151．5�
811 ス ノ ー ド ン 牡4黒鹿56 D．マクドノー H.H．シェイク・ハムダン 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478＋162：35．2
 27．9�
（愛）

56 セタガヤフラッグ 牡10鹿 57 丸山 元気千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム 468＋ 22：35．41
 248．2
812 シンボリボルドー 牡6鹿 57 木幡 初広シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか シンボリ牧場 470＋202：35．5クビ 220．3�
67 ビンテージチャート 牡7栗 57 田中 勝春 �キャロットファーム 上原 博之 早来 ノーザンファーム 538± 02：36．35 45．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 48，942，200円 複勝： 83，947，200円 枠連： 36，270，400円
馬連： 183，518，900円 馬単： 109，723，300円 ワイド： 65，919，700円
3連複： 208，678，800円 3連単： 445，405，600円 計： 1，182，406，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 340円 � 380円 枠 連（1－2） 1，760円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 2，820円

ワ イ ド �� 600円 �� 820円 �� 1，840円

3 連 複 ��� 4，730円 3 連 単 ��� 23，020円

票 数

単勝票数 計 489422 的中 � 103638（2番人気）
複勝票数 計 839472 的中 � 198570（2番人気）� 56328（5番人気）� 48900（6番人気）
枠連票数 計 362704 的中 （1－2） 15220（8番人気）
馬連票数 計1835189 的中 �� 79426（8番人気）
馬単票数 計1097233 的中 �� 28766（10番人気）
ワイド票数 計 659197 的中 �� 28523（6番人気）�� 19924（10番人気）�� 8405（20番人気）
3連複票数 計2086788 的中 ��� 32578（16番人気）
3連単票数 計4454056 的中 ��� 14285（76番人気）

ハロンタイム 7．3―11．5―12．1―12．0―12．2―13．5―12．9―13．2―12．5―11．9―11．7―11．6―12．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．3―18．8―30．9―42．9―55．1―1：08．6―1：21．5―1：34．7―1：47．2―1：59．1―2：10．8―2：22．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サクセスパシュート �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Nureyev デビュー 2011．3．19 阪神8着

2008．4．17生 牡5鹿 母 リアフォーモサ 母母 Sex Appeal 14戦5勝 賞金 79，519，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 マイネルメダリスト号の騎手松岡正海は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 アサティスボーイ号・タガノビッグバン号
※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。

２レース目



00047 1月13日 晴 良 （25中山1）第4日 第11競走 ��
��1，600�ニューイヤーステークス

発走15時35分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，日本馬：4歳54�5歳以上55�，牝馬2�減，収得賞金1，000万
円超過馬は超過額1，100万円毎1�増，�：4歳54�5歳以上55�，牝馬2�減，GⅠ競
走1着馬6�増，GⅡ競走1着馬4�増，GⅢ競走1着馬2�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000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
1：30．7
1：30．7

良
良

48 ミ ト ラ 	5黒鹿56 横山 典弘吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 510＋ 81：33．5 4．2�
714 フレールジャック 牡5鹿 56 F．ベリー �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 430－ 81：33．6
 6．3�

（愛）

12 サンライズプリンス 牡6鹿 55 柴田 善臣松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 496－ 61：33．81� 5．9�
59 レッドスパーダ 牡7鹿 58 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 下河辺牧場 540－ 2 〃 クビ 18．9�
23 コスモセンサー 牡6栗 58 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 西園 正都 浦河 川越ファーム 514－ 61：33．9
 7．4	
611 オメガハートランド 牝4鹿 53 石橋 脩原 �子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 426＋ 41：34．0クビ 13．0

24 シルクアーネスト 牡6栗 56 田中 勝春有限会社シルク池添 兼雄 新冠 ハシモトフアーム 504＋ 21：34．1 11．8�
35 ダノンプログラマー 	7青鹿56 大野 拓弥�ダノックス 千田 輝彦 追分 追分ファーム 472－ 2 〃 クビ 16．8�
612 ストロングガルーダ 牡7青鹿55 田辺 裕信村木 篤氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 494＋ 61：34．2
 67．9
47 ネオサクセス 牡6鹿 56 吉田 豊富岡 博氏 古賀 史生 浦河 秋場牧場 B466± 0 〃 ハナ 17．8�
36 � オセアニアボス 牡8青鹿57 D．マクドノー �グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry

Hill Stud B502＋ 21：34．41� 19．4�
（愛）

510 ドリームカトラス 牡6鹿 56 吉田 隼人セゾンレースホース� 佐々木晶三 新冠 ビッグレッドファーム 446－ 8 〃 クビ 117．9�
713 タマモトッププレイ 牡4黒鹿54 和田 竜二タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 490± 01：34．61� 8．5�
11 マイネルクラリティ 牡7栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 492－ 81：34．7 70．3�
815 オウケンサクラ 牝6鹿 54 内田 博幸福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 508＋ 41：34．8 55．0�
816 セイカアレグロ 牡8鹿 56 嶋田 純次久米 大氏 黒岩 陽一 新冠 シンユウフアーム 508－ 81：35．33 383．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 79，299，600円 複勝： 119，107，900円 枠連： 122，988，300円
馬連： 447，505，300円 馬単： 221，166，300円 ワイド： 125，977，800円
3連複： 561，262，300円 3連単： 975，633，200円 計： 2，652，940，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 160円 � 220円 � 190円 枠 連（4－7） 650円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，460円

ワ イ ド �� 590円 �� 690円 �� 930円

3 連 複 ��� 3，120円 3 連 単 ��� 11，920円

票 数

単勝票数 計 792996 的中 � 151592（1番人気）
複勝票数 計1191079 的中 � 220923（1番人気）� 131795（3番人気）� 161049（2番人気）
枠連票数 計1229883 的中 （4－7） 141626（1番人気）
馬連票数 計4475053 的中 �� 232885（1番人気）
馬単票数 計2211663 的中 �� 66438（1番人気）
ワイド票数 計1259778 的中 �� 54289（1番人気）�� 45133（3番人気）�� 32473（8番人気）
3連複票数 計5612623 的中 ��� 133065（1番人気）
3連単票数 計9756332 的中 ��� 60431（1番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．3―11．8―11．9―12．0―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―35．0―46．8―58．7―1：10．7―1：22．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F34．8

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

勝馬の
紹 介

ミ ト ラ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．11．20 東京12着

2008．4．11生 	5黒鹿 母 エイグレット 母母 ノーザンプリンセス 14戦6勝 賞金 94，963，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アンシェルブルー号・ミヤビファルネーゼ号
※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。

00048 1月13日 晴 良 （25中山1）第4日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （芝・右・外）
1000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

815 ヤマニングルノイユ 牝6鹿 55 柴田 大知土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 502± 01：08．1 11．3�
12 アルベルトバローズ 牡4鹿 56 和田 竜二猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 492＋ 81：08．52� 5．3�
35 コスモドロス 牡7鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 474＋101：08．71� 44．5�
23 ストロングロビン 牡7鹿 57 木幡 初広村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 478± 01：08．91� 64．9�
11 シンワクイーン 牝4鹿 54

51 ▲菅原 隆一若尾 昭一氏 田村 康仁 新ひだか 本桐牧場 458＋ 41：09．0クビ 28．6�
612 ワンモアジョー 牡6鹿 57 松岡 正海河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 476－ 61：09．1	 90．8	
510 マイネルハイセンス 牡5黒鹿57 内田 博幸 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 イワミ牧場 484－ 61：09．31
 6．6�
816 ラ テ ア ー ト 牝5鹿 55 田辺 裕信 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 476＋ 6 〃 アタマ 80．0�
47 オコレマルーナ 牡4青鹿56 F．ベリー 金子真人ホール

ディングス
 堀 宣行 千歳 社台ファーム 444－ 41：09．4クビ 2．1
（愛）

59 ヤマニンアストレア 牝6黒鹿55 石橋 脩土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 456－ 2 〃 アタマ 94．6�
48 シルクブルックリン 牡4黒鹿56 北村 宏司有限会社シルク上原 博之 新冠 対馬 正 566＋ 21：09．61� 11．7�
713 イ ト ク ク リ 牝5鹿 55 大野 拓弥池谷 誠一氏 粕谷 昌央 浦河 宮内牧場 506＋ 21：09．7� 8．1�
611 リネンパズル 牝6鹿 55 丸山 元気戸山 光男氏 南田美知雄 日高 前川 義則 482＋ 81：09．91
 206．7�
24 スターゲイジング 牝4黒鹿54 勝浦 正樹�ミルファーム 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 488＋ 8 〃 アタマ 160．4�
714 ア ヌ エ ヌ エ 牝6青鹿55 吉田 隼人松本夫佐子氏 古賀 史生 新ひだか 鳥井牧場 472－101：10．0� 36．5�
36 � スマートスパークル 牡7栗 57 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高市 圭二 静内 グランド牧場 B510＋121：10．21
 448．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，111，200円 複勝： 88，343，400円 枠連： 49，578，200円
馬連： 174，894，000円 馬単： 107，885，400円 ワイド： 69，636，200円
3連複： 222，110，800円 3連単： 433，889，600円 計： 1，202，448，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 340円 � 260円 � 860円 枠 連（1－8） 1，930円

馬 連 �� 2，980円 馬 単 �� 6，550円

ワ イ ド �� 840円 �� 2，460円 �� 2，220円

3 連 複 ��� 20，940円 3 連 単 ��� 107，030円

票 数

単勝票数 計 561112 的中 � 39228（5番人気）
複勝票数 計 883434 的中 � 70312（6番人気）� 103043（2番人気）� 23605（8番人気）
枠連票数 計 495782 的中 （1－8） 19016（9番人気）
馬連票数 計1748940 的中 �� 43314（11番人気）
馬単票数 計1078854 的中 �� 12167（25番人気）
ワイド票数 計 696362 的中 �� 21297（8番人気）�� 6827（21番人気）�� 7573（20番人気）
3連複票数 計2221108 的中 ��� 7830（58番人気）
3連単票数 計4338896 的中 ��� 2992（279番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．0―11．2―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．0―45．2―56．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．1―3F34．1
3 15，9（2，10）（5，3，11）－（1，6，14）（12，16）7（8，13）4 4 15，9，2，10，5（3，11）－（1，6）16（12，14）（7，13）8－4

勝馬の
紹 介

ヤマニングルノイユ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ヤマニンスキー デビュー 2009．11．14 福島1着

2007．3．5生 牝6鹿 母 ヤマニンロージー 母母 ヤマニンシャープ 25戦4勝 賞金 67，248，000円
〔制裁〕 コスモドロス号の騎手丹内祐次は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 エクレウス号・タマニューホープ号・フローラルホール号
（非抽選馬） 1頭 トレノソルーテ号
※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。

４レース目



（25中山1）第4日 1月13日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 186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

200，520，000円
2，080，000円
7，860，000円
1，560，000円
17，940，000円
69，393，000円
5，510，800円
1，785，600円

勝馬投票券売得金
450，918，000円
907，933，600円
432，567，700円
1，504，526，800円
926，122，600円
576，217，800円
1，880，220，300円
3，452，996，400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 10，131，503，200円

総入場人員 27，385名 （有料入場人員 25，281名）
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