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00001 1月5日 晴 良 （26中山1）第1日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走9時50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

611 デルマオソマツ 牡3黒鹿56 柴田 善臣浅沼 廣幸氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム 470± 01：12．7 4．9�
36 オータムラヴ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太�Basic 田島 俊明 新ひだか 見上牧場 492＋ 21：13．23 9．8�
714 パッシオーネラヴィ 牝3鹿 54 三浦 皇成藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 462＋ 6 〃 クビ 2．0�
11 ブランドアオモリ 牡3鹿 56 藤岡 佑介西村新一郎氏 天間 昭一 青森 一山育成牧場 B492＋ 81：13．62� 12．2�
59 サクセスコード 牡3黒鹿56 宮崎 北斗吉田 正志氏 武藤 善則 安平 追分ファーム 506＋321：13．81 17．4�
12 ヘルヴェティア 牝3栗 54 田辺 裕信 �ローレルレーシング 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 436＋121：13．9� 9．2	
510 オーガンディー 牝3芦 54 津村 明秀栗坂 崇氏 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 434± 01：14．11� 28．0

815 ハ ッ ツ オ フ 牡3鹿 56 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 470＋101：14．31 20．5�
35 ヤマニンブロケード 牡3芦 56 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 442－ 21：14．51� 69．7�
816 ディーエススワット 牡3栗 56 木幡 初広秋谷 壽之氏 成島 英春 新冠 川上牧場 434± 0 〃 クビ 282．3
23 デジタルアゲン 牡3鹿 56 西田雄一郎浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三木田 明仁 520＋ 61：14．6� 31．2�
24 グランドエンジェル 牝3鹿 54 黛 弘人�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 444＋ 61：14．7� 65．0�
612 ギンザプレスト 牝3黒鹿 54

52 △杉原 誠人有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 大柳ファーム 428± 01：15．02 35．1�
47 オールオブミー 牝3鹿 54 勝浦 正樹松尾 正氏 嶋田 潤 浦河 三好牧場 444－161：15．42� 194．3�
713 ケージーフクムスメ 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真川井 五郎氏 菊沢 隆徳 新ひだか 松本牧場 512＋ 21：15．5クビ 217．2�
48 テ ツ ヤ ク ン �3栗 56 田中 博康ケンレーシング組合 木村 哲也 新冠 武田 修一 B472－ 81：15．6� 193．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，155，800円 複勝： 72，284，000円 枠連： 20，609，400円
馬連： 75，931，900円 馬単： 52，316，300円 ワイド： 37，761，000円
3連複： 104，005，300円 3連単： 171，412，200円 計： 563，475，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 140円 � 200円 � 110円 枠 連（3－6） 1，860円

馬 連 �� 2，130円 馬 単 �� 3，950円

ワ イ ド �� 580円 �� 220円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 11，130円

票 数

単勝票数 計 291558 的中 � 47268（2番人気）
複勝票数 計 722840 的中 � 105080（2番人気）� 55026（3番人気）� 348989（1番人気）
枠連票数 計 206094 的中 （3－6） 8191（8番人気）
馬連票数 計 759319 的中 �� 26431（7番人気）
馬単票数 計 523163 的中 �� 9785（12番人気）
ワイド票数 計 377610 的中 �� 14029（6番人気）�� 51288（1番人気）�� 25088（3番人気）
3連複票数 計1040053 的中 ��� 65208（1番人気）
3連単票数 計1714122 的中 ��� 11374（24番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―12．0―12．5―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．7―47．2―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デルマオソマツ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2013．11．17 東京5着

2011．5．18生 牡3黒鹿 母 スマートレディー 母母 フロムファースト 3戦1勝 賞金 6，450，000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。
（非当選馬） 1頭 サビーナクレスタ号

00002 1月5日 晴 良 （26中山1）第1日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時20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

11 デ ン セ ツ 牡3鹿 56 三浦 皇成�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 492＋121：57．3 2．5�
48 トーホウパルサー 牡3栗 56 蛯名 正義東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 524＋10 〃 クビ 9．1�
12 リターントゥジェム 牡3黒鹿56 田中 勝春西見 徹也氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 494＋ 61：57．93� 7．0�
713 シャイニーパティオ 牝3鹿 54 田辺 裕信小林 昌志氏 成島 英春 平取 雅 牧場 412－ 81：58．11� 39．5�
611 トーセンソユーズ 牡3栗 56 戸崎 圭太島川 	哉氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 492＋ 21：58．41� 5．4

816 ドリームエルダー 牡3栗 56

53 ▲原田 和真セゾンレースホース� 根本 康広 豊浦 飯原牧場 472＋ 61：58．5クビ 5．5�
35 ヴィンセンツイヤー 牡3栗 56

55 ☆横山 和生 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 466－101：58．71 40．2�

59 フェバリットブルー 牡3黒鹿56 G．ブノワ �ブルーマネジメント畠山 吉宏 新ひだか 加野牧場 462－121：58．91� 30．7
（仏）

47 アイヅバレット 牡3黒鹿56 丸田 恭介真部 晴德氏 佐藤 吉勝 平取 原田 新治 446－ 4 〃 アタマ 181．0�
510 ユーカリノカゼ 牝3鹿 54 吉田 豊吉川 朋宏氏 岩戸 孝樹 浦河 斉藤 政志 466－ 4 〃 ハナ 81．2�
612 デルマコテツ 牡3栗 56 柴山 雄一浅沼 廣幸氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 450＋ 81：59．0クビ 76．2�
815 ジョックロック 牡3鹿 56 津村 明秀�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム 454－ 21：59．1� 19．8�
23 ウインヴォイジャー 牡3芦 56 石橋 脩�ウイン 清水 英克 日高 シンボリ牧場 514－ 22：00．05 20．8�
24 ゴールドクレセント 牡3鹿 56 木幡 初広居城 要氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム 458＋ 42：00．1� 101．6�
36 ゴールドバニラ 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太 �ゴールドレーシング 加藤 和宏 新冠 松浦牧場 448＋ 82：00．41� 373．1�
714 ストラクチャード 牡3栗 56 江田 照男吉田 照哉氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム B488＋ 62：02．8大差 53．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，552，500円 複勝： 45，695，600円 枠連： 22，375，400円
馬連： 76，283，700円 馬単： 49，024，800円 ワイド： 35，012，300円
3連複： 97，602，100円 3連単： 144，356，300円 計： 497，902，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 230円 � 210円 枠 連（1－4） 720円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 1，870円

ワ イ ド �� 640円 �� 480円 �� 960円

3 連 複 ��� 2，730円 3 連 単 ��� 10，730円

票 数

単勝票数 計 275525 的中 � 86990（1番人気）
複勝票数 計 456956 的中 � 103871（1番人気）� 46069（5番人気）� 53489（4番人気）
枠連票数 計 223754 的中 （1－4） 22957（3番人気）
馬連票数 計 762837 的中 �� 46392（4番人気）
馬単票数 計 490248 的中 �� 19401（4番人気）
ワイド票数 計 350123 的中 �� 13434（6番人気）�� 18956（4番人気）�� 8641（12番人気）
3連複票数 計 976021 的中 ��� 26440（6番人気）
3連単票数 計1443563 的中 ��� 9937（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．5―39．1―52．8―1：05．5―1：18．1―1：30．8―1：43．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デ ン セ ツ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2013．11．17 東京2着

2011．3．5生 牡3鹿 母 ユーオーミー 母母 タイキギャル 3戦1勝 賞金 9，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ストラクチャード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年2月5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） 4頭 エスティリリー号・ニューティアラ号・モルフェティー号・ヤマニンボレアル号
（非抽選馬） 2頭 コスモパトラ号・トラストエルフ号
※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１日



00003 1月5日 晴 良 （26中山1）第1日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時50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

815 オンタケハート 牡3鹿 56 北村 宏司宮原 廣伸氏 伊藤 大士 浦河 猿橋 義昭 492 ―1：13．8 2．5�
610 ナムラヒラリー 牝3青鹿54 村田 一誠奈村 信重氏 大和田 成 新ひだか 武 牧場 432 ―1：13．9� 10．4�
712 サムソンズライト �3鹿 56 G．ブノワ 杉山 忠国氏 萩原 清 新ひだか 明治牧場 480 ―1：14．11 16．6�

（仏）

34 キネオボヌール 牝3鹿 54 横山 典弘吉田 千津氏 尾形 和幸 浦河 モトスファーム 424 ―1：14．52	 3．9�
59 エックスハイト 牡3鹿 56 石橋 脩栗坂 崇氏 小野 次郎 浦河 中神牧場 512 ― 〃 クビ 11．8�
46 パイメイメイ 牝3鹿 54 藤岡 佑介西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 468 ―1：14．6� 19．3�
713 カンタベリーラウス 牝3鹿 54 黛 弘人峰 哲馬氏 蛯名 利弘 浦河 川越牧場 438 ―1：15．02	 268．8	

（トレジャーシップ）

35 ジ ラ ソ ー レ 牝3芦 54 松岡 正海畑佐 博氏 水野 貴広 新ひだか 出羽牧場 436 ― 〃 アタマ 12．9

47 ウエスタンニンジャ 牡3栗 56 柴田 善臣西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか ウエスタンファーム 468 ―1：15．1� 28．6�
611 ニューエンプレス 牝3鹿 54 小島 太一服部 新平氏 小島 太 浦河 
川フアーム 478 ―1：15．2クビ 18．2�
58 ベルモントタイム 牡3黒鹿56 菅原 隆一 ベルモントファーム蛯名 利弘 新冠 ベルモント

ファーム 452 ―1：15．73 208．0�
11 セイカシャルマン 牡3鹿 56 田中 勝春久米 大氏 小野 次郎 日高 千葉飯田牧場 458 ―1：16．87 35．8�
23 ピンキーカフェ 牝3鹿 54 四位 洋文西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 408 ―1：17．11� 23．6�
22 ドクタージュンコ 牝3鹿 54 大庭 和弥�LS.M 天間 昭一 新ひだか 荒谷 輝和 450 ―1：17．2� 28．9�
814 フジノマユサン 牝3栗 54 丸田 恭介布施 貞夫氏 高木 登 新ひだか 神垣 道弘 474 ―1：17．3� 37．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，815，200円 複勝： 39，309，600円 枠連： 23，145，800円
馬連： 71，534，100円 馬単： 45，453，900円 ワイド： 31，671，700円
3連複： 83，965，600円 3連単： 127，740，100円 計： 451，636，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 270円 � 340円 枠 連（6－8） 760円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 1，910円

ワ イ ド �� 580円 �� 750円 �� 1，900円

3 連 複 ��� 4，580円 3 連 単 ��� 15，640円

票 数

単勝票数 計 288152 的中 � 91680（1番人気）
複勝票数 計 393096 的中 � 103865（1番人気）� 33037（3番人気）� 24512（6番人気）
枠連票数 計 231458 的中 （6－8） 22543（2番人気）
馬連票数 計 715341 的中 �� 43272（2番人気）
馬単票数 計 454539 的中 �� 17595（4番人気）
ワイド票数 計 316717 的中 �� 14118（2番人気）�� 10606（6番人気）�� 3892（22番人気）
3連複票数 計 839656 的中 ��� 13553（10番人気）
3連単票数 計1277401 的中 ��� 6028（31番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―12．0―12．5―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．6―35．6―48．1―1：00．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オンタケハート �
�
父 サムライハート �

�
母父 ラ ム タ ラ 初出走

2011．4．25生 牡3鹿 母 プリティラパス 母母 マチカネオハラハー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出走取消馬 スペーラ号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の15頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）15頭 アサヤケ号・アルファアイリス号・アロージェネシス号・カシマムンムーン号・ガルシア号・クラスタディケイ号・

ジャスティファイ号・スカイランナー号・セイントローズバド号・ダイジョブダア号・トライバル号・
ベニノラッキーマン号・ペリーホワイト号・ヤマニンアタシャン号・ラピダメンテ号

※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。

00004 1月5日 晴 良 （26中山1）第1日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時20分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
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

816� ペガサスジュニア 牡3栗 56 吉田 豊鶴見 芳子氏 大久保洋吉 米 Dr. Masa-
take Iida 498＋ 81：12．7 5．5�

48 ヒマラヤタカコ 牝3栗 54 武士沢友治辻 大作氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 450－ 2 〃 クビ 24．6�
611 ロマンシーズ 牡3鹿 56 柴田 善臣菅 實氏 石毛 善彦 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 514－ 21：12．8� 12．2�
510 ナモンレジェンド 牡3鹿 56 松岡 正海�南原商事 本間 忍 日高 本間牧場 498＋ 21：12．9	 9．2�
12 ニシノイナズマ 牡3芦 56 内田 博幸西山 茂行氏 松山 将樹 新冠 川上牧場 486－ 21：13．0	 24．8�
59 ゴールドキセキ 牡3黒鹿56 北村 宏司ドリームホース� 田村 康仁 新ひだか 飛野牧場 526＋ 21：13．1� 2．6	
36 ブルーストーン 牝3黒鹿54 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462－ 2 〃 アタマ 5．1

815 アポロオオジャ 牡3栗 56 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 小島 茂之 日高 森永 睦夫 450－ 21：13．41	 27．4�
11 ウイングラビティ 牡3鹿 56 黛 弘人�ウイン 武市 康男 新ひだか 城地 清満 470＋ 61：13．5	 320．4�
24 アイティダイヤ 牝3栗 54 田辺 裕信一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 武田牧場 456＋ 21：13．6クビ 19．1
612 クラウンルシフェル 牡3栗 56 丸田 恭介�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 478－ 4 〃 アタマ 19．9�
713 スウィープアウェイ 牡3芦 56 三浦 皇成藤田 在子氏 矢野 英一 日高 天羽 禮治 454± 01：13．7� 52．9�
35 アイナマーリエ 牝3鹿 54 田中 勝春山口功一郎氏 栗田 徹 新ひだか マルショウ牧場 476＋ 81：13．8	 78．9�
714 ファンファーレ 牝3栗 54 津村 明秀�ミルファーム 武市 康男 えりも エクセルマネジメント 474＋ 21：14．43� 134．1�
47 クリノイザナミ 牝3青 54 柴山 雄一栗本 博晴氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 426＋ 81：14．5� 115．8�
23 ジ ャ リ ー ヴ 牝3鹿 54 戸崎 圭太佐々木雄二氏 栗田 徹 新ひだか 土田 扶美子 476－ 41：14．82 36．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，724，400円 複勝： 63，132，800円 枠連： 28，502，500円
馬連： 98，580，100円 馬単： 62，945，700円 ワイド： 45，487，200円
3連複： 129，931，400円 3連単： 193，466，400円 計： 661，770，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 200円 � 420円 � 290円 枠 連（4－8） 3，150円

馬 連 �� 4，300円 馬 単 �� 7，610円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 860円 �� 2，100円

3 連 複 ��� 10，060円 3 連 単 ��� 51，530円

票 数

単勝票数 計 397244 的中 � 57659（3番人気）
複勝票数 計 631328 的中 � 101033（2番人気）� 34631（7番人気）� 55356（4番人気）
枠連票数 計 285025 的中 （4－8） 6685（13番人気）
馬連票数 計 985801 的中 �� 16939（17番人気）
馬単票数 計 629457 的中 �� 6112（25番人気）
ワイド票数 計 454872 的中 �� 6842（20番人気）�� 13520（8番人気）�� 5237（25番人気）
3連複票数 計1299314 的中 ��� 9533（33番人気）
3連単票数 計1934664 的中 ��� 2771（146番人気）

ハロンタイム 11．7―10．6―11．4―12．2―12．9―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．3―33．7―45．9―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ペガサスジュニア �
�
父 Fusaichi Pegasus �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2013．7．6 福島3着

2011．3．20生 牡3栗 母 Cathy’s Love 母母 Cathy’s Cool 7戦2勝 賞金 16，700，000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。
（非当選馬） 1頭 ディアゴッホ号



00005 1月5日 晴 良 （26中山1）第1日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時10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
1：58．0
1：56．1

良
良

24 � ラハイナルナ 牡3鹿 56 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 愛 S. F. Blood-

stock LLC 506－ 42：03．2 3．4�
47 キネオペガサス 牡3鹿 56 戸崎 圭太吉田 千津氏 牧 光二 千歳 社台ファーム 530± 0 〃 アタマ 2．8�
611 ストーリーセラー 牡3鹿 56 F．ベリー �サンデーレーシング 和田 正道 安平 ノーザンファーム 514＋ 2 〃 クビ 4．7�

（愛）

815 ナイフリッジ 牡3栗 56
55 ☆横山 和生有限会社シルク古賀 史生 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462± 02：03．41� 25．3�
612 スパークルキャット 牝3黒鹿54 吉田 豊�ターフ・スポート尾関 知人 浦河 中神牧場 460± 02：03．61	 18．9	
11 アムールスキー 牡3鹿 56 内田 博幸有限会社シルク小笠 倫弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋ 22：03．81� 14．5

816 マイネルミランダス 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 青森 石田 英機 458± 02：03．9クビ 166．8�
59 シャイニーピューマ 牡3鹿 56 三浦 皇成小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 雅 牧場 450＋ 2 〃 クビ 33．2�
36 スマイルエンジェル 牝3栗 54 田辺 裕信堀口 晴男氏 星野 忍 日高 日高大洋牧場 424－122：04．0クビ 29．2
35 イタリアンフェッテ 牝3鹿 54 柴田 善臣友水 達也氏 石毛 善彦 平取 高橋 啓 422＋ 82：04．42	 33．0�
510 トーセンプリエール 牝3青鹿54 横山 典弘島川 �哉氏 菅原 泰夫 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 466－ 62：04．61� 24．2�
12 カワキタアロー 牡3青鹿56 武士沢友治川島 吉男氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 440＋ 62：04．81� 156．0�
23 � コ ス モ ジ グ 牡3黒鹿56 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 田中 剛 米 Christina

Latimer 474－ 6 〃 アタマ 30．4�
48 ゴールドレインズ 牡3青鹿56 G．ブノワ 窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 460＋ 42：05．22	 23．4�

（仏）

714 デルマフクゾウ 牡3栗 56 江田 照男浅沼 廣幸氏 武市 康男 日高 ファニーヒルファーム 476＋ 4 〃 クビ 296．8�
713 ゴールドクラウス 牡3鹿 56 大野 拓弥磯波 勇氏 高木 登 新ひだか 城地 和義 462＋ 62：05．51
 205．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，075，500円 複勝： 70，960，300円 枠連： 28，957，600円
馬連： 107，763，100円 馬単： 66，954，000円 ワイド： 47，746，100円
3連複： 136，164，800円 3連単： 223，399，700円 計： 718，021，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 120円 � 120円 � 140円 枠 連（2－4） 410円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 210円 �� 330円 �� 270円

3 連 複 ��� 590円 3 連 単 ��� 2，520円

票 数

単勝票数 計 360755 的中 � 83918（2番人気）
複勝票数 計 709603 的中 � 163045（2番人気）� 183637（1番人気）� 111633（3番人気）
枠連票数 計 289576 的中 （2－4） 53024（1番人気）
馬連票数 計1077631 的中 �� 179391（1番人気）
馬単票数 計 669540 的中 �� 52174（2番人気）
ワイド票数 計 477461 的中 �� 65579（1番人気）�� 32506（3番人気）�� 42676（2番人気）
3連複票数 計1361648 的中 ��� 172469（1番人気）
3連単票数 計2233997 的中 ��� 65464（2番人気）

ハロンタイム 12．5―11．9―13．7―12．8―12．8―12．0―11．7―11．9―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．4―38．1―50．9―1：03．7―1：15．7―1：27．4―1：39．3―1：51．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�ラハイナルナ �
�
父 Sea The Stars �

�
母父 Black Tie Affair デビュー 2013．11．2 東京2着

2011．3．9生 牡3鹿 母 Starlight Dreams 母母 Reves Celestes 3戦1勝 賞金 9，100，000円
〔発走状況〕 キネオペガサス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 バロンドール号・ブラウンネプチュー号
※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。

00006 1月5日 晴 良 （26中山1）第1日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走12時40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 7，500，000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

510 グリューネヴォッヘ 牝4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 466－ 21：57．1 2．1�
24 メテオーリカ 牝5黒鹿55 田中 勝春吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 462＋ 61：57．31� 6．3�
36 メテオレイン 牝5鹿 55 大野 拓弥亀井 哲也氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム 474＋101：57．4� 27．3�
47 マキノクィーン 牝4鹿 54 蛯名 正義島宮 萬喜氏 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 488± 0 〃 アタマ 5．3�
12 ランドブリーズ 牝4鹿 54 柴山 雄一西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム B490－ 21：57．5� 14．2�
23 	 シェイプリー 牝5鹿 55

54 ☆横山 和生 �ロードホースクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか ケイアイファーム 486＋201：57．71� 11．4	
815 コスモレイラ 牝5青鹿55 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 488± 01：57．8クビ 35．5�
816 ドリーミングラヴ 牝5黒鹿55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 美波 新ひだか 松田牧場 442＋141：57．9� 69．6�
713 パリーナチャン 牝5鹿 55

52 ▲伴 啓太
松栄牧場 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 458± 01：58．0クビ 160．1
11 デイジーバローズ 牝5栗 55 津村 明秀猪熊 広次氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム 480＋ 61：58．21� 33．6�
35 フォルテシモ 牝4鹿 54 三浦 皇成窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 450＋12 〃 ハナ 9．8�
611	 ビックセイラー 牝4芦 54 的場 勇人
槇本牧場 的場 均 日高 槇本牧場 518＋ 81：58．3� 76．2�
714	 ベルベットメドウ 牝5青鹿55 黛 弘人
日東牧場 大和田 成 浦河 日東牧場 464＋121：58．4� 322．2�
48 アンコールピース 牝5黒鹿55 嘉藤 貴行吉田 照哉氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 490－121：58．71� 205．4�
612 ヤマトツバキ 牝4鹿 54

51 ▲花田 大昂河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 490＋ 21：59．65 58．2�
59 プラティーヌ 牝4鹿 54 村田 一誠伊藤 元庸氏 高市 圭二 新冠 細川農場 464＋102：02．2大差 256．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，231，900円 複勝： 59，108，700円 枠連： 25，301，800円
馬連： 98，132，500円 馬単： 61，495，300円 ワイド： 39，179，600円
3連複： 108，892，600円 3連単： 196，100，300円 計： 617，442，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 180円 � 530円 枠 連（2－5） 450円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 280円 �� 950円 �� 1，900円

3 連 複 ��� 4，540円 3 連 単 ��� 12，740円

票 数

単勝票数 計 292319 的中 � 114558（1番人気）
複勝票数 計 591087 的中 � 226538（1番人気）� 74892（3番人気）� 17220（7番人気）
枠連票数 計 253018 的中 （2－5） 42235（1番人気）
馬連票数 計 981325 的中 �� 124669（2番人気）
馬単票数 計 614953 的中 �� 57400（2番人気）
ワイド票数 計 391796 的中 �� 41153（2番人気）�� 9554（11番人気）�� 4557（22番人気）
3連複票数 計1088926 的中 ��� 17714（14番人気）
3連単票数 計1961003 的中 ��� 11368（33番人気）

ハロンタイム 12．8―12．0―13．8―13．7―13．2―12．7―12．6―12．7―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．8―38．6―52．3―1：05．5―1：18．2―1：30．8―1：43．5

コーナー
通過順位

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

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

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4鹿 母 モンヴェール 母母 スペシャルジェイド 12戦2勝 賞金 25，420，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プラティーヌ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年2月5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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アウレオーラ号・キンショーキラ号



00007 1月5日 晴 良 （26中山1）第1日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
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 7，500，000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

58 スノーモンキー 牡4鹿 56 丸山 元気石瀬 浩三氏 相沢 郁 新ひだか 藤原牧場 450＋ 41：55．5 3．9�
713 マ ル マ ロ ス 牡4芦 56 柴山 雄一ディアレスト 新開 幸一 新ひだか 稲葉牧場 B514＋ 61：56．24 4．5�
712 ヴィルトグラーフ �4鹿 56 木幡 初広有限会社シルク牧 光二 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 518＋ 21：56．41 8．7�
59 ロックシンガー 牡5鹿 57 津村 明秀�槇本牧場 手塚 貴久 日高 槇本牧場 500＋ 21：56．82� 8．7�
47 ト キ ノ ユ ウ 牡5鹿 57 西田雄一郎岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 454＋101：57．01� 168．1�
814 ローレルアルトス 牡4黒鹿56 石橋 脩 	ローレルレーシング 小野 次郎 青森 ワールドファーム 472－ 3 〃 アタマ 54．3

35 アルファメール 牡4栗 56 四位 洋文 H.H．シェイク・ハムダン 小島 太 新ひだか カントリー牧場 502＋121：57．1クビ 24．3�
23 � シゲルリョウケンザ 牡4青鹿56 江田 照男森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 千葉飯田牧場 470＋ 71：57．2� 24．0�
46 アサクサニッポン �5青 57 大野 拓弥田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 480＋ 21：57．41 50．8
610 アイアムライジング 牡4黒鹿56 中舘 英二堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 532＋ 81：57．61� 10．1�
11 フュージリア 牡4青鹿 56

55 ☆横山 和生吉田 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 528＋20 〃 ハナ 9．8�

611 サクセスセレーネ 牝5黒鹿55 田辺 裕信髙嶋 哲氏 尾形 和幸 浦河 有限会社
吉田ファーム 454＋121：57．81	 32．1�

22 マイネルパイレーツ 牡4栗 56 丹内 祐次 	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 524＋181：57．9
 116．9�

815 ニシノボレロ 牡5青鹿57 北村 宏司西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 川上牧場 494＋ 81：58．0クビ 6．3�
34 タカラプリンス 牡4黒鹿56 内田 博幸村山 義男氏 国枝 栄 新冠 大栄牧場 B470＋122：00．1大差 41．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 32，744，700円 複勝： 58，843，000円 枠連： 33，366，300円
馬連： 105，490，400円 馬単： 58，737，900円 ワイド： 45，054，700円
3連複： 131，740，000円 3連単： 200，457，300円 計： 666，434，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 140円 � 180円 � 260円 枠 連（5－7） 420円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，520円

ワ イ ド �� 390円 �� 600円 �� 790円

3 連 複 ��� 2，330円 3 連 単 ��� 8，590円

票 数

単勝票数 計 327447 的中 � 67806（1番人気）
複勝票数 計 588430 的中 � 136360（1番人気）� 83536（2番人気）� 49540（6番人気）
枠連票数 計 333663 的中 （5－7） 58702（1番人気）
馬連票数 計1054904 的中 �� 79967（1番人気）
馬単票数 計 587379 的中 �� 28603（1番人気）
ワイド票数 計 450547 的中 �� 30840（1番人気）�� 18413（3番人気）�� 13346（9番人気）
3連複票数 計1317400 的中 ��� 41801（2番人気）
3連単票数 計2004573 的中 ��� 17231（4番人気）

ハロンタイム 12．8―12．1―13．6―13．4―12．9―12．7―12．6―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．9―38．5―51．9―1：04．8―1：17．5―1：30．1―1：42．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スノーモンキー �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．12．1 中山3着

2010．5．2生 牡4鹿 母 スカラシップ 母母 パワフルレデイ 13戦2勝 賞金 23，920，000円
※出走取消馬 ノースゴールド号（疾病〔左肩跛行〕のため）

00008 1月5日 晴 良 （26中山1）第1日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時40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
1：08．7
1：08．7

重
重

36 フォースフル 牡5黒鹿 57
54 ▲花田 大昂�Basic 畠山 吉宏 新冠 平山牧場 498＋ 81：12．0 6．0�

47 デルマダイコク 牡5栗 57 内田 博幸浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム 518＋ 61：12．1� 2．4�
48 バーニングハート 牝4鹿 54 津村 明秀吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 444＋ 21：12．41� 8．3�
816 ノボサイボーグ 牡4栗 56 三浦 皇成�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 474＋181：12．5� 4．7�
510 ロマネクイーン 牝4鹿 54 武士沢友治村田 哲朗氏 蛯名 利弘 新ひだか 上野 正恵 B470＋121：12．81� 24．9�
11 フランスギャル 牝5黒鹿55 吉田 豊菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 沖田 哲夫 478＋ 8 〃 クビ 10．5	
611	 イッセキニチョウ 牡5鹿 57 F．ベリー 山口 春夫氏 和田 正道 新冠 柏木 一則 474＋ 61：13．11� 24．7


（愛）

12 エ ゾ ム サ シ 牡5青鹿57 柴山 雄一瀬口 信正氏 畠山 吉宏 青森 山白 竹見 466＋ 4 〃 アタマ 57．7�
713	 アプローチミー 牡7黒鹿57 岩部 純二吉澤 克己氏 萱野 浩二 浦河 駿河牧場 492＋ 81：13．2クビ 23．9�
815	 モルフェメアリー 牝4鹿 54

52 △杉原 誠人並河賢一郎氏 大江原 哲 新ひだか 坂本 智広 448＋ 41：13．3� 482．7
24 	 ア ウ ル ム 
5栗 57

54 ▲長岡 禎仁小河 一�氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 508＋ 6 〃 アタマ 87．5�
35 	 パ ス テ ィ 牡5鹿 57 中舘 英二加藤 信之氏 嶋田 潤 浦河 吉田 又治 456＋ 8 〃 ハナ 33．9�
714	 セレブレートサマー 牝5栗 55

52 ▲原田 和真柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 492＋ 81：13．5� 122．8�
23 ア ウ ト イ ン 牝4芦 54 丹内 祐次阿部 紀子氏 清水 美波 浦河 大道牧場 402＋ 2 〃 ハナ 148．1�
59 シュリメジャー 牡4黒鹿56 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 新冠 若林牧場 474＋ 81：13．71� 27．7�
612	 ハイランドコンドル 牝4黒鹿 54

51 ▲伴 啓太小林 久義氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 426＋ 2 〃 クビ 347．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，993，100円 複勝： 59，357，800円 枠連： 32，393，400円
馬連： 108，317，300円 馬単： 69，838，400円 ワイド： 46，511，000円
3連複： 134，088，600円 3連単： 230，893，400円 計： 718，393，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 180円 � 130円 � 220円 枠 連（3－4） 470円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 280円 �� 810円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 7，300円

票 数

単勝票数 計 369931 的中 � 48817（3番人気）
複勝票数 計 593578 的中 � 79683（2番人気）� 165582（1番人気）� 58268（5番人気）
枠連票数 計 323934 的中 （3－4） 51555（1番人気）
馬連票数 計1083173 的中 �� 138175（1番人気）
馬単票数 計 698384 的中 �� 33808（5番人気）
ワイド票数 計 465110 的中 �� 45968（1番人気）�� 12594（8番人気）�� 30371（3番人気）
3連複票数 計1340886 的中 ��� 73369（1番人気）
3連単票数 計2308934 的中 ��� 23357（11番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．2―12．2―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．0―46．2―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．2―3F38．0
3 6－9（5，10，15）7（3，8，11）－（4，2）（1，16）14，13，12 4 6－（9，7）（5，8，10，15）3，11（4，2，16）1（12，14，13）
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

フォースフル �
�
父 スクワートルスクワート �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2011．12．4 中山5着

2009．3．23生 牡5黒鹿 母 ザ フ ェ イ ツ 母母 ミスシャグラ 19戦3勝 賞金 29，100，000円
〔制裁〕 フォースフル号の騎手花田大昂は，向正面で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：5番・9番）
※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） 2頭 アイネクライネ号・トゥールモンド号
（非抽選馬） 3頭 カシノワルツ号・コトブキゴールド号・ファンアットコート号
※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。



00009 1月5日 晴 良 （26中山1）第1日 第9競走 ��
��1，800�

は つ ひ で

初 日 の 出 賞
発走14時15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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000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

36 ヒラボクマジック 牡6黒鹿57 北村 宏司�平田牧場 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 506－ 41：53．9 4．4�
12 アドマイヤジャコモ 牡6鹿 57 内田 博幸近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 498－ 8 〃 クビ 20．4�
815 ハードロッカー �5黒鹿57 G．ブノワ 山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 444± 01：54．0クビ 73．5�

（仏）

611 トリニティチャーチ �6鹿 57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 本間 忍 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 498＋101：54．32 28．3�

47 ショウナンダイラ 牡4鹿 56 柴田 善臣�湘南 二ノ宮敬宇 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 538＋ 6 〃 クビ 28．6	

35 ワンダーロード 牡4青鹿56 吉田 豊伊東 純一氏 尾形 充弘 新冠 隆栄牧場 470± 01：54．4	 1．6

714 クワイアーソウル 牡6黒鹿57 三浦 皇成�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント 508＋ 21：54．71
 24．5�
24 ラヴィアンクレール 牡6黒鹿57 津村 明秀 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 458＋ 21：54．8
 30．3�
48 � エイトプリンス 牡6栗 57 田辺 裕信河合良太郎氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 440＋ 61：55．0
 60．5
11 � トーセンブリッツ 牡6青 57 F．ベリー 島川 �哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B474＋ 61：55．21	 44．9�

（愛）

510� モズオーロラ 牡4鹿 56 田中 勝春北側 雅司氏 森 秀行 日高 目黒牧場 450＋ 81：55．83	 190．0�
713 ヴ ェ ル デ ホ 牡4黒鹿56 横山 典弘�ダノックス 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 516－ 41：56．43	 8．5�
816 カントリースノー �7黒鹿57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド B518－ 81：56．5	 346．4�
23 ゴーゴーヒュウガ 牡6鹿 57 勝浦 正樹永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか 北海道静内農業高等学校 462＋ 21：56．6クビ 430．9�
612 マイネルパルフェ 牡6黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 浦河 荻伏三好フ
アーム 490＋ 81：57．77 552．8�

59 ディアビリーヴ 牡7青鹿57 江田 照男寺田千代乃氏 田村 康仁 様似 ホウセイ牧場 B520＋221：57．8	 246．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 63，693，000円 複勝： 151，890，400円 枠連： 48，643，100円
馬連： 173，723，900円 馬単： 123，110，100円 ワイド： 74，142，600円
3連複： 220，655，100円 3連単： 475，400，100円 計： 1，331，258，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 190円 � 700円 � 1，920円 枠 連（1－3） 660円

馬 連 �� 2，620円 馬 単 �� 4，850円

ワ イ ド �� 830円 �� 2，270円 �� 6，270円

3 連 複 ��� 27，180円 3 連 単 ��� 137，160円

票 数

単勝票数 計 636930 的中 � 115111（2番人気）
複勝票数 計1518904 的中 � 288677（2番人気）� 49850（5番人気）� 16932（11番人気）
枠連票数 計 486431 的中 （1－3） 54781（3番人気）
馬連票数 計1737239 的中 �� 48959（9番人気）
馬単票数 計1231101 的中 �� 18738（14番人気）
ワイド票数 計 741426 的中 �� 23280（7番人気）�� 7940（23番人気）�� 2809（40番人気）
3連複票数 計2206551 的中 ��� 5992（66番人気）
3連単票数 計4754001 的中 ��� 2558（276番人気）

ハロンタイム 12．4―11．7―12．9―13．1―12．8―12．4―12．7―12．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．1―37．0―50．1―1：02．9―1：15．3―1：28．0―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒラボクマジック �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．1．10 中山1着

2008．3．19生 牡6黒鹿 母 マジックキス 母母 コランデアガール 16戦4勝 賞金 76，363，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ポルスターシャイン号
（非抽選馬） 9頭 アルセーヌシチー号・ウエスタンオウジ号・ケツァルコアトル号・スギノハルバード号・ダノンアイガー号・

ドラゴンピース号・トーセンセカイオー号・バーチャルトラック号・ランブリングマン号
※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。

00010 1月5日 晴 良 （26中山1）第1日 第10競走 ��
��1，600�ジュニアカップ

発走14時50分 （芝・右・外）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金1，150万円毎1�
増

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

69 � エスメラルディーナ 牝3鹿 54 田辺 裕信吉田 和美氏 斎藤 誠 米 Classic Thor-
oughbred XXIII 486－ 21：37．3 3．1�

57 マイネルメリエンダ 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田正一郎 平取 高橋 幸男 466＋ 8 〃 クビ 7．4�

45 オメガヴェンデッタ 牡3鹿 56 北村 宏司原 	子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 506＋ 21：37．4
 6．4�
711 ラ イ ザ ン 牡3青鹿56 蛯名 正義林 正道氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 460＋ 61：37．71� 6．5�
710 マイネルアウラート 牡3黒鹿56 津村 明秀 �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 454± 01：37．8� 16．3�
44 � ランウェイワルツ 牡3栗 56 戸崎 圭太	下河辺牧場 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 494＋ 61：37．9クビ 10．2

33 ツクバアズマオー 牡3鹿 56 吉田 豊荻原 昭二氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 468＋ 8 〃 クビ 5．8�
56 フレンチフェロー 3鹿 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 美波 新ひだか 中橋 正 446± 0 〃 ハナ 143．4�
812 ロジテースト 牡3鹿 56 松岡 正海久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 450＋ 2 〃 ハナ 12．3
68 グランドサッシュ 牡3黒鹿56 横山 典弘有限会社シルク武市 康男 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448－ 21：38．11� 25．9�
813� ニシノデンジャラス 牡3栗 56 丸山 元気西森 鶴氏 領家 政蔵 新冠 新冠橋本牧場 524－ 41：38．2
 146．8�
11 ケンブリッジベスト 牡3黒鹿56 杉原 誠人中西 宏彰氏 森 秀行 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 466＋ 81：38．3� 97．3�
22 � スタンドアウト 牡3鹿 56 大野 拓弥	グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 444± 0 〃 クビ 109．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 62，928，400円 複勝： 85，368，100円 枠連： 42，326，800円
馬連： 200，880，000円 馬単： 107，523，400円 ワイド： 65，759，700円
3連複： 219，463，300円 3連単： 404，238，300円 計： 1，188，488，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 210円 � 200円 枠 連（5－6） 1，500円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 2，150円

ワ イ ド �� 580円 �� 420円 �� 800円

3 連 複 ��� 2，540円 3 連 単 ��� 11，810円

票 数

単勝票数 計 629284 的中 � 164272（1番人気）
複勝票数 計 853681 的中 � 162792（1番人気）� 100098（4番人気）� 113207（3番人気）
枠連票数 計 423268 的中 （5－6） 20829（9番人気）
馬連票数 計2008800 的中 �� 101168（4番人気）
馬単票数 計1075234 的中 �� 36997（4番人気）
ワイド票数 計 657597 的中 �� 28204（6番人気）�� 40477（1番人気）�� 19321（10番人気）
3連複票数 計2194633 的中 ��� 63816（5番人気）
3連単票数 計4042383 的中 ��� 25269（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．5―36．8―49．3―1：02．2―1：14．7―1：26．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F35．1

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

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

勝馬の
紹 介

�エスメラルディーナ �
�
父 Harlan’s Holiday �

�
母父 Spanish Steps デビュー 2013．11．24 東京1着

2011．3．4生 牝3鹿 母 Tasha’s Star 母母 Ms. Cuvee Napa 2戦2勝 賞金 26，315，000円

２レース目



00011 1月5日 晴 良 （26中山1）第1日 第11競走 ��
��2，000�第63回日刊スポーツ賞中山金杯（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・右）
4歳以上，25．1．5以降25．12．23まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

日刊スポーツ新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 602，000円 172，000円 86，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．0
1：56．1

良
良

23 オーシャンブルー 牡6鹿 57．5 F．ベリー 青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム B440－ 42：00．1 9．5�
（愛）

24 カルドブレッサ 牡6栗 54 藤岡 佑介 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 492－ 42：00．2� 15．8�
48 ディサイファ 牡5鹿 55 四位 洋文 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 494＋142：00．3クビ 3．0�
611 マックスドリーム �7青鹿54 古川 吉洋山田 弘氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 532± 0 〃 ハナ 27．9�
816 ケイアイチョウサン 牡4黒鹿55 横山 典弘�チョウサン 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 454＋12 〃 ハナ 5．9	
11 イケドラゴン 牡9栗 48 石神 深一池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 544＋ 4 〃 クビ 130．1

510 サムソンズプライド 牡4鹿 53 田辺 裕信有限会社シルク杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 480－ 22：00．4クビ 14．5�
815	 コスモファントム 牡7鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 宮 徹 米 Joan Hadley

Thoroughbreds 534＋102：00．5
 82．9�
35 サクラアルディート 牡6鹿 55 内田 博幸�さくらコマース岡田 稲男 新ひだか 谷岡牧場 486＋ 2 〃 クビ 7．3
714 レインスティック 牡7栗 56 武士沢友治 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム 476＋122：00．71
 70．9�
47 ユニバーサルバンク 牡6黒鹿56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 478＋ 82：00．8クビ 5．7�
59 セイクリッドバレー 牡8栗 56 津村 明秀吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 492± 0 〃 クビ 13．5�
12 ミッキーパンプキン 牡8鹿 55 蛯名 正義野田みづき氏 清水 出美 追分 追分ファーム 452－ 62：00．9クビ 42．6�
36 ドリームヒーロー 牡7青鹿52 丸山 元気田島 政光氏 �島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド 458＋122：02．17 75．9�
612 コスモラピュタ 牡7鹿 52 大野 拓弥 �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 B478＋ 6 〃 クビ 105．3�
713� メイショウサミット 牡8鹿 53 北村 宏司松本 好雄氏 高橋 義忠 門別 日西牧場 540± 02：02．63 129．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 163，915，300円 複勝： 233，090，400円 枠連： 253，270，300円
馬連： 1，202，409，100円 馬単： 453，072，000円 ワイド： 251，941，700円
3連複： 1，285，191，800円 3連単： 2，438，041，200円 計： 6，280，931，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 330円 � 360円 � 150円 枠 連（2－2） 8，850円

馬 連 �� 8，390円 馬 単 �� 14，390円

ワ イ ド �� 1，980円 �� 710円 �� 950円

3 連 複 ��� 7，250円 3 連 単 ��� 57，180円

票 数

単勝票数 計1639153 的中 � 136003（5番人気）
複勝票数 計2330904 的中 � 160274（6番人気）� 142400（7番人気）� 543034（1番人気）
枠連票数 計2532703 的中 （2－2） 21137（25番人気）
馬連票数 計12024091 的中 �� 112902（26番人気）
馬単票数 計4530720 的中 �� 23237（48番人気）
ワイド票数 計2519417 的中 �� 30145（26番人気）�� 90387（7番人気）�� 65811（8番人気）
3連複票数 計12851918 的中 ��� 130957（23番人気）
3連単票数 計24380412 的中 ��� 31469（174番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―12．4―11．8―12．5―12．1―12．0―12．2―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―22．7―35．1―46．9―59．4―1：11．5―1：23．5―1：35．7―1：47．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F36．6
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オーシャンブルー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Dashing Blade デビュー 2011．2．5 小倉6着

2008．3．26生 牡6鹿 母 プ ア プ ー 母母 Plains Indian 19戦7勝 賞金 264，888，000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。
（非抽選馬） 4頭 ウインドジャズ号・クラウンレガーロ号・トップカミング号・ニシノメイゲツ号
※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。

00012 1月5日 晴 良 （26中山1）第1日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走16時00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 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

23 オメガキングティー 牡4鹿 56 北村 宏司原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 470＋ 21：35．4 13．6�
35 コスモミレネール 牝5鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 458＋ 2 〃 ハナ 15．3�
713 ローレルブレット 牡5黒鹿57 田辺 裕信 �ローレルレーシング 今野 貞一 新冠 川島牧場 450＋ 4 〃 アタマ 7．3�
34 プレノタート 牝5鹿 55 大野 拓弥有限会社シルク牧浦 充徳 新ひだか 松田牧場 472－ 2 〃 クビ 18．9�
22 マイネエポナ 牝5鹿 55 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 日高 シンコーファーム 454＋ 4 〃 ハナ 29．2	
712 メイショウスザンナ 牝5鹿 55 戸崎 圭太松本 好
氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 458± 01：35．5クビ 9．0�
610 ディープサウンド 牡6鹿 57 G．ブノワ 増田 雄一氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 486＋ 6 〃 クビ 23．0�

（仏）

611 ショウナンダイチ 牡4鹿 56 柴田 善臣国本 哲秀氏 古賀 史生 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474＋ 21：35．71 4．1

46 カフェリュウジン 牡4鹿 56 F．ベリー 西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 530＋ 6 〃 ハナ 3．5�
（愛）

58 ツクバアラモード 牝4栗 54 吉田 豊細谷 武史氏 田中 清隆 新ひだか 真歌伊藤牧場 458± 0 〃 アタマ 164．4�
59 ポップジェムズ 牡4鹿 56 三浦 皇成吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：35．91	 7．6�
47 ドラゴンライズ 牡6鹿 57 蛯名 正義窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 484＋ 21：36．0
 38．0�
815 ローレルソラン 牡6鹿 57 藤岡 佑介 �ローレルレーシング 奥平 雅士 新冠 樋渡 信義 468＋ 41：36．21� 86．2�
814 ムードティアラ 牝4鹿 54 内田 博幸�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 478＋ 21：37．58 35．5�
11 デュリュクス 牝7鹿 55 柴山 雄一井村誉志雄氏 清水 英克 浦河 赤田牧場 438＋121：38．88 151．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 61，376，900円 複勝： 95，484，700円 枠連： 55，082，700円
馬連： 205，398，200円 馬単： 102，987，700円 ワイド： 77，042，800円
3連複： 250，260，500円 3連単： 435，628，400円 計： 1，283，261，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 410円 � 460円 � 270円 枠 連（2－3） 2，820円

馬 連 �� 8，860円 馬 単 �� 17，680円

ワ イ ド �� 2，560円 �� 1，760円 �� 1，890円

3 連 複 ��� 25，210円 3 連 単 ��� 184，880円

票 数

単勝票数 計 613769 的中 � 35793（6番人気）
複勝票数 計 954847 的中 � 59758（6番人気）� 52275（7番人気）� 102968（3番人気）
枠連票数 計 550827 的中 （2－3） 14418（13番人気）
馬連票数 計2053982 的中 �� 17121（32番人気）
馬単票数 計1029877 的中 �� 4301（62番人気）
ワイド票数 計 770428 的中 �� 7360（32番人気）�� 10841（21番人気）�� 10062（23番人気）
3連複票数 計2502605 的中 ��� 7329（86番人気）
3連単票数 計4356284 的中 ��� 1739（574番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F34．7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オメガキングティー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2012．8．11 新潟7着

2010．1．26生 牡4鹿 母 ミュージックアワー 母母 ミ ュ ン シ ー 9戦3勝 賞金 25，737，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 コスモミレネール号の騎手丹内祐次は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について戒告。
※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



（26中山1）第1日 1月5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
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

256，220，000円
5，040，000円
1，880，000円
23，640，000円
72，959，000円
5，108，000円
1，785，600円

勝馬投票券売得金
612，206，700円
1，034，525，400円
613，975，100円
2，524，444，300円
1，253，459，500円
797，310，400円
2，901，961，100円
5，241，133，700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 14，979，016，200円

総入場人員 54，974名 （有料入場人員 51，584名）
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