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00025 1月11日 晴 重 （26中山1）第3日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走9時55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

815 ミ サ イ ル 牡3栗 56 戸崎 圭太 Him Rock Racing 田村 康仁 新ひだか 田中 裕之 510＋121：12．8 9．7�
816 ヒカリブランデー 牡3鹿 56 内田 博幸�ヒカリクラブ 池上 昌弘 浦河 笠松牧場 476－ 4 〃 ハナ 4．4�
713� トルセドール 牡3鹿 56 田中 勝春窪田 芳郎氏 高柳 瑞樹 米 Cloverleaf

Farms II, Inc. 464± 0 〃 アタマ 6．4�
47 リアルモード 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁寺田千代乃氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 458＋ 41：12．9� 57．8�
36 キョウエイアニラ 牡3青鹿56 三浦 皇成田中 晴夫氏 萱野 浩二 様似 スイートフアーム 496± 01：13．11	 3．1�
611 オニノシタブル 牡3栗 56 江田 照男青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B466－ 61：13．2� 82．2	
48 ディアデュールマン 牡3黒鹿56 勝浦 正樹ディアレスト 高橋 裕 新冠 赤石 久夫 B494＋ 41：13．62� 6．0

612 マハーシュリー 牝3黒鹿 54

51 ▲花田 大昂高橋 一恵氏 武藤 善則 新ひだか 土田 扶美子 B438＋ 21：14．13 107．7�
11 サウンドグランデ 牡3栗 56 F．ベリー 増田 雄一氏 和田 正道 新ひだか 前田 宗将 496－ 61：14．31� 28．2�

（愛）

510 ラブリイバレー 牡3鹿 56 吉田 豊安倍 光昭氏 高橋 文雅 日高 ヤナガワ牧場 434－ 41：14．51 309．3
59 オーシャントゥビー 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 446± 01：14．71� 322．0�
35 ビバサクラサクラ 牡3鹿 56 小島 太一池住 節子氏 小島 太 新ひだか キヨタケ牧場 426＋121：14．8クビ 151．8�
24 スカイグランジャー 牡3鹿 56 村田 一誠小林 久義氏 中川 公成 えりも エクセルマネジメント 510＋ 21：15．12 6．2�
714 ウールーシュヴァル 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真井上 修一氏 根本 康広 浦河 谷川牧場 438＋ 81：15．31	 62．8�
23 フィジックス 牡3黒鹿56 木幡 初広 H.H．シェイク・モハメド 牧 光二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508＋ 21：15．83 86．5�
12 マイネニンファ 牝3栗 54 柴田 大知 �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 442＋ 41：17．9大差 251．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，918，700円 複勝： 44，381，700円 枠連： 14，253，400円
馬連： 49，664，300円 馬単： 31，096，200円 ワイド： 24，984，300円
3連複： 70，378，700円 3連単： 107，261，700円 計： 362，939，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 300円 � 170円 � 210円 枠 連（8－8） 1，630円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 3，690円

ワ イ ド �� 690円 �� 780円 �� 550円

3 連 複 ��� 3，990円 3 連 単 ��� 25，170円

票 数

単勝票数 計 209187 的中 � 17122（6番人気）
複勝票数 計 443817 的中 � 33296（6番人気）� 81283（2番人気）� 56822（3番人気）
枠連票数 計 142534 的中 （8－8） 6480（8番人気）
馬連票数 計 496643 的中 �� 21689（9番人気）
馬単票数 計 310962 的中 �� 6236（17番人気）
ワイド票数 計 249843 的中 �� 8919（10番人気）�� 7829（11番人気）�� 11511（6番人気）
3連複票数 計 703787 的中 ��� 13030（12番人気）
3連単票数 計1072617 的中 ��� 3145（81番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．6―12．3―12．9―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―34．0―46．3―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミ サ イ ル �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．7．6 福島2着

2011．3．19生 牡3栗 母 パ キ ー タ 母母 プリマダンサー 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 キョウエイアニラ号の騎手三浦皇成は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネニンファ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年3月11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。
（非抽選馬） 4頭 ダンディスタイル号・トラヒメ号・トーホウクローバー号・フジミノル号
※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。

00026 1月11日 晴 重 （26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25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

714 マックスユーキャン 牝3栗 54 横山 典弘 �キャロットファーム 鈴木 伸尋 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460－ 21：56．6 4．9�

23 スペルオンミー 牝3黒鹿54 田辺 裕信吉田 勝己氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 532＋ 41：56．7� 3．3�
612 ブルザンインディゴ 牝3芦 54 武士沢友治藤沼 利夫氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 442＋ 61：57．23 4．9�
35 ノースファイヤー 牝3青鹿54 津村 明秀キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 カナイシスタッド 498＋ 81：57．52 4．8�
12 サウザンドオークス 牝3栗 54 江田 照男岡田 牧雄氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 440－ 41：57．81� 11．1�
59 ツインキャンドル 牝3鹿 54 田中 勝春�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 448－ 21：57．9クビ 30．7	
47 ローゼクヴァルツ 牝3青 54 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 442＋ 61：58．11� 16．9

815 ディアブラックブル 牝3青鹿54 西村 太一ディアレスト 水野 貴広 浦河 村下 清志 448＋141：58．31� 500．1�
713 フロールシータ 牝3栗 54 後藤 浩輝 �グリーンファーム高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 522－ 41：58．4� 16．0
510 マダムインパリ 牝3栗 54 嘉藤 貴行松岡 研司氏 大和田 成 日高 宝寄山 忠則 470＋ 81：58．61� 375．5�
816 ヒ ト シ レ ズ 牝3栗 54 西田雄一郎桜井 忠隆氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 468± 01：59．77 217．9�
36 ロングアンドリーン 牝3鹿 54 吉田 豊飯田 良枝氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 482＋121：59．91� 126．6�
611 オーミアリエル 牝3青鹿54 蛯名 正義岩﨑 僖澄氏 松永 康利 新冠 松木 加代 428－142：00．32� 175．5�
48 セクシイガール 牝3鹿 54 三浦 皇成平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 474＋162：00．62 70．8�
24 カルクオンガエシ 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真福田 光博氏 小桧山 悟 新冠 石田牧場 480＋102：01．02� 317．1�
11 ニューティアラ 牝3鹿 54 G．ブノワ 服部 新平氏 小島 太 浦河 �川フアーム 470－ 22：02．59 18．2�

（仏）

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，826，800円 複勝： 43，896，200円 枠連： 14，807，000円
馬連： 55，002，800円 馬単： 32，633，400円 ワイド： 26，287，600円
3連複： 71，493，300円 3連単： 106，901，900円 計： 376，849，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 160円 � 160円 � 160円 枠 連（2－7） 940円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 450円 �� 490円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，260円 3 連 単 ��� 11，360円

票 数

単勝票数 計 258268 的中 � 42279（3番人気）
複勝票数 計 438962 的中 � 77844（1番人気）� 75458（2番人気）� 71942（3番人気）
枠連票数 計 148070 的中 （2－7） 11699（3番人気）
馬連票数 計 550028 的中 �� 38578（1番人気）
馬単票数 計 326334 的中 �� 9619（7番人気）
ワイド票数 計 262876 的中 �� 14609（2番人気）�� 13475（5番人気）�� 12008（6番人気）
3連複票数 計 714933 的中 ��� 23429（5番人気）
3連単票数 計1069019 的中 ��� 6945（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―37．5―51．3―1：03．8―1：16．3―1：29．6―1：43．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．8―3F40．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

マックスユーキャン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2013．12．15 中山5着

2011．4．30生 牝3栗 母 マックスキャンドゥ 母母 マツクスドリーマー 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔制裁〕 セクシイガール号の騎手三浦皇成は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニューティアラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年2月11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） 5頭 ヒムカ号・ビレッジソング号・ホールドミータイト号・ランデックハーツ号・ランドオブマヤ号
（非抽選馬） 1頭 サニーロブロイ号
※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。

第１回 中山競馬 第３日



00027 1月11日 晴 重 （26中山1）第3日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時55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

611 アイソレーション 牡3鹿 56 蛯名 正義丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 522＋ 21：55．8 3．0�
59 フェスティヴイェル 牡3黒鹿56 北村 宏司臼井義太郎氏 畠山 吉宏 むかわ 上水牧場 494－ 4 〃 クビ 16．8�
816 ジャックポット 牡3鹿 56 武士沢友治�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 466＋ 61：56．33 16．5�
510 ディアポジション 牡3黒鹿56 横山 典弘ディアレスト 新開 幸一 青森 石田 英機 474＋ 41：56．93� 3．2�
11 シ ッ プ ウ 牡3黒鹿56 後藤 浩輝 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 496＋ 2 〃 クビ 9．4	
815 マイネルファラオン 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 498＋ 21：57．0� 19．7

713 アイティファースト 牡3鹿 56 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 466＋ 41：57．63� 109．4�
47 アルスターサイクル 牡3鹿 56 田中 勝春吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：57．7クビ 23．5�
612 ホワイトスネーク 牡3芦 56 勝浦 正樹桑畑 信氏 水野 貴広 日高 槇本牧場 516－ 21：57．91� 91．7�
24 ウ イ ン サ ラ 牝3黒鹿54 黛 弘人�ウイン 松山 将樹 浦河 岡本 昌市 438＋ 21：58．11� 539．3�
714 エスティリリー 牝3黒鹿54 江田 照男島川 哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 516－ 41：58．2クビ 14．9�
36 ヨ ッ ヘ イ 牡3青 56 西田雄一郎芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 日高 藤本ファーム 480＋161：58．41 99．2�
35 ア ピ シ ウ ス 牡3青鹿56 G．ブノワ 山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 乾 皆雄 510＋ 81：58．61� 6．2�

（仏）

48 トーアサムライ 牡3栗 56 田辺 裕信高山ランド� 斎藤 誠 豊浦トーア牧場 440± 0 〃 ハナ 58．8�
23 モルフェティー 牡3青鹿 56

54 △杉原 誠人並河賢一郎氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 B438－ 61：58．81� 424．5�
12 ヤマニンボレアル 牡3黒鹿56 柴山 雄一土井 肇氏 蛯名 利弘 浦河 廣田 伉助 506＋ 22：00．39 257．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，355，200円 複勝： 48，681，600円 枠連： 16，593，700円
馬連： 59，896，400円 馬単： 38，486，900円 ワイド： 30，841，500円
3連複： 76，995，100円 3連単： 117，578，100円 計： 418，428，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 320円 � 320円 枠 連（5－6） 400円

馬 連 �� 2，040円 馬 単 �� 3，180円

ワ イ ド �� 700円 �� 640円 �� 2，080円

3 連 複 ��� 6，200円 3 連 単 ��� 24，460円

票 数

単勝票数 計 293552 的中 � 78789（1番人気）
複勝票数 計 486816 的中 � 128982（1番人気）� 33577（5番人気）� 33104（6番人気）
枠連票数 計 165937 的中 （5－6） 30643（1番人気）
馬連票数 計 598964 的中 �� 21743（7番人気）
馬単票数 計 384869 的中 �� 8956（9番人気）
ワイド票数 計 308415 的中 �� 11183（6番人気）�� 12315（5番人気）�� 3465（27番人気）
3連複票数 計 769951 的中 ��� 9168（22番人気）
3連単票数 計1175781 的中 ��� 3548（67番人気）

ハロンタイム 12．8―12．2―12．9―13．0―12．8―12．5―13．1―13．0―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．0―37．9―50．9―1：03．7―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4F52．1―3F39．6
1
3
6（14，15）（5，16）（10，11）（3，13，9）（2，4）7－8，12，1・（6，14，15）11（5，16）（10，9）（3，13，7，12）（4，8，1）＝2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アイソレーション �
�
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 2013．11．10 東京7着

2011．3．29生 牡3鹿 母 アイシーサイレンス 母母 アイシーゴーグル 4戦1勝 賞金 7，750，000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。
（非抽選馬） 3頭 ハクタイノカカク号・バーティカルテイル号・メイクザカット号
※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。

00028 1月11日 晴 重 （26中山1）第3日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時25分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

35 ミスウインストン 牝3黒鹿54 戸崎 圭太小林 祥晃氏 菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 484 ―1：56．5 2．7�
59 キモンオレンジ 牝3鹿 54 柴田 大知小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか へいはた牧場 466 ―1：56．81� 22．4�
24 ラマルティーヌ 牝3鹿 54 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490 ―1：57．54 9．5�
510 スプレンダー 牝3栗 54 柴田 善臣 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 472 ― 〃 アタマ 44．5�
815 アサクサハピネス 牝3栗 54

52 △杉原 誠人田原 慶子氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B530 ―1：57．92� 6．6�
48 ユウアクトレス 牝3青 54 丸山 元気�アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 440 ―1：58．22 7．1	
816 エスティルージュ 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真島川 
哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 460 ― 〃 ハナ 41．1�

713 サクラパピルス 牝3栗 54 蛯名 正義�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡スタット 480 ― 〃 ハナ 6．2�
611 アンテプリッツ 牝3栗 54 木幡 初広佐藤 壽男氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 436 ― 〃 クビ 13．2
47 グレイトフル 牝3黒鹿54 G．ブノワ H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 538 ―1：58．3� 22．9�
（仏）

714 アミロマンボ 牝3鹿 54
51 ▲伴 啓太池田 豊治氏 伊藤 伸一 新ひだか 三石川上牧場 458 ―1：58．4クビ 181．8�

12 クインズストリーク 牝3黒鹿54 勝浦 正樹 �クイーンズ・ランチ 和田正一郎 新ひだか 松田牧場 450 ― 〃 クビ 95．6�
612 スイチョウカ 牝3鹿 54 村田 一誠 �社台レースホース中川 公成 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440 ―1：58．5� 52．2�
36 アルカンシエル 牝3青鹿54 柴山 雄一髙樽さゆり氏 新開 幸一 日高 スマイルファーム 520 ― 〃 ハナ 266．1�
23 ハヤブサショコラ 牝3黒鹿54 内田 博幸武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 426 ―2：00．110 48．9�
11 ナ ム ラ リ ズ 牝3鹿 54 西村 太一奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 436 ―2：01．710 19．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，257，300円 複勝： 32，983，800円 枠連： 17，774，500円
馬連： 48，527，200円 馬単： 30，514，200円 ワイド： 23，966，000円
3連複： 58，486，800円 3連単： 83，800，800円 計： 321，310，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 420円 � 260円 枠 連（3－5） 2，090円

馬 連 �� 2，840円 馬 単 �� 4，060円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 490円 �� 2，380円

3 連 複 ��� 7，590円 3 連 単 ��� 32，350円

票 数

単勝票数 計 252573 的中 � 76277（1番人気）
複勝票数 計 329838 的中 � 82161（1番人気）� 15989（8番人気）� 30259（4番人気）
枠連票数 計 177745 的中 （3－5） 6279（10番人気）
馬連票数 計 485272 的中 �� 12632（8番人気）
馬単票数 計 305142 的中 �� 5548（13番人気）
ワイド票数 計 239660 的中 �� 5806（9番人気）�� 12946（3番人気）�� 2339（34番人気）
3連複票数 計 584868 的中 ��� 5692（27番人気）
3連単票数 計 838008 的中 ��� 1912（82番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．9―13．2―12．9―12．9―13．1―13．5―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―37．4―50．6―1：03．5―1：16．4―1：29．5―1：43．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．0―3F40．1
1
3
8，15－（4，13）（14，9）（1，3）5（7，12）－16（6，11）10，2・（8，15）13（4，16）5，9（14，12）－11（3，7）－（1，2）6，10

2
4

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

ミスウインストン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Gone West 初出走

2011．3．21生 牝3黒鹿 母 ゴンチャローワ 母母 Pure Grain 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 クインズストリーク号は，発進不良〔出遅れ〕。
※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 カーリーズタイム号・グラサンギャル号・ジョイフルハニー号・スーパースパーク号・ダイワバロニス号・

テイケイジュエル号・マトリョーシカ号
※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。

追 加 記 事（第 1回中山競馬第 2日第 7競走）
〔その他〕　　タツショウワ号は，競走中に疾病〔右第 1指骨剥離骨折〕を発症。なお，同馬は「タ

イムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



00029 1月11日 晴 良 （26中山1）第3日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時15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
1：30．7
1：30．7

良
良

714 マイネルジパング 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 486＋ 61：36．6 4．3�

815 プレミアステイタス 牝3黒鹿54 田辺 裕信 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 474＋ 4 〃 クビ 46．6�
816 マイネルシェルト 牡3鹿 56 G．ブノワ �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム 446＋221：36．81� 69．7�
（仏）

24 メイショウボイス 牡3鹿 56 柴田 善臣松本 好雄氏 小島 太 新ひだか ウエスタンファーム 492＋ 8 〃 クビ 9．3�
47 アプレイザル 牡3黒鹿56 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム 484－10 〃 ハナ 12．6	
48 コ ス モ ド ガ 牡3栃栗56 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 486－ 41：36．9� 7．6

36 チ ェ ー ザ レ 牡3黒鹿56 後藤 浩輝丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 524± 01：37．0	 3．1�
510 ランデッククィーン 牝3栗 54 戸崎 圭太簗田 満氏 高市 圭二 浦河 バンブー牧場 466＋ 21：37．1クビ 8．2�
59 ジェイケイカルミア 牝3鹿 54 三浦 皇成小谷野次郎氏 鹿戸 雄一 新ひだか 藤川フアーム 428＋ 21：37．31� 63．2
12 マイネルパナケーア 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 蛯名 利弘 新ひだか 沖田 忠幸 424± 01：37．51� 178．5�
11 シゲルキシュウ 牡3芦 56 丸田 恭介森中 蕃氏 佐藤 吉勝 新冠 長浜 秀昭 462－ 41：37．81	 20．2�
713 シングルカスク 牝3黒鹿54 内田 博幸 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 416－ 21：38．43� 11．4�
23 エーブゴールドマン 牡3鹿 56 大庭 和弥 �レーシングホース

ジャパン 蛯名 利弘 浦河 宮内牧場 460＋10 〃 ハナ 196．9�
611 サ ー ベ ラ ス 牡3鹿 56 F．ベリー Him Rock Racing 古賀 慎明 日高 増尾牧場 494＋ 61：38．5	 21．4�

（愛）

612 ハ ナ マ ナ 牝3栗 54 柴山 雄一�錦岡牧場 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 424－101：38．92� 370．3�
35 ルイアイザック 牡3鹿 56 江田 照男保坂 義貞氏 菅原 泰夫 新冠 高瀬牧場 438± 01：39．75 97．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，876，600円 複勝： 52，239，000円 枠連： 19，688，200円
馬連： 62，540，700円 馬単： 39，640，100円 ワイド： 32，991，200円
3連複： 84，408，900円 3連単： 127，174，300円 計： 445，559，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 200円 � 1，010円 � 1，950円 枠 連（7－8） 3，560円

馬 連 �� 9，370円 馬 単 �� 13，880円

ワ イ ド �� 2，330円 �� 4，360円 �� 10，670円

3 連 複 ��� 71，770円 3 連 単 ��� 247，640円

票 数

単勝票数 計 268766 的中 � 49937（2番人気）
複勝票数 計 522390 的中 � 89390（2番人気）� 11844（10番人気）� 5910（12番人気）
枠連票数 計 196882 的中 （7－8） 4087（15番人気）
馬連票数 計 625407 的中 �� 4926（31番人気）
馬単票数 計 396401 的中 �� 2109（54番人気）
ワイド票数 計 329912 的中 �� 3532（30番人気）�� 1859（40番人気）�� 752（65番人気）
3連複票数 計 844089 的中 ��� 868（136番人気）
3連単票数 計1271743 的中 ��� 379（575番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．5―36．5―48．6―1：00．9―1：12．7―1：24．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F35．7

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

勝馬の
紹 介

マイネルジパング �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 Gulch デビュー 2013．8．24 新潟4着

2011．5．1生 牡3栗 母 バンブーユキヒメ 母母 ソムニフェアー 7戦1勝 賞金 11，350，000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 エントラール号・サンマルホウセキ号・デューイ号・ナムラグレイス号
※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。

00030 1月11日 晴 良 （26中山1）第3日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時45分 （芝・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
1：58．0
1：56．1

良
良

23 マリアライト 牝3黒鹿54 三浦 皇成 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 420 ―2：04．8 5．7�
611 リムーブアゲン 牡3青鹿56 丸田 恭介浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 488 ―2：05．22� 190．1�
713 メタフィジクス 牡3栗 56 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 500 ― 〃 ハナ 4．0�
47 サクセスラディウス 牡3青鹿56 内田 博幸髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 508 ―2：05．3� 5．9�
59 メガオパールカフェ 牡3栗 56 後藤 浩輝西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 528 ―2：06．15 3．5�
612 キングラナキラ 牡3鹿 56 北村 宏司桑畑 	信氏 大竹 正博 洞�湖 レイクヴィラファーム 516 ― 〃 クビ 8．2

12 エステーイプシロン 牡3鹿 56 吉田 隼人齋藤 宏明氏 萱野 浩二 新ひだか 佐竹 学 434 ―2：06．31� 137．1�
36 ルミノアルマース 牝3鹿 54 柴山 雄一尾上 松壽氏 松山 将樹 登別 青藍牧場 508 ―2：06．4� 66．2�
24 タッテナムコーナー 牡3栗 56 西村 太一�和田牧場 和田正一郎 日高 藤本ファーム 442 ―2：06．5クビ 67．5
48 グランレーブ 牝3栗 54 丸山 元気友水 達也氏 中野 栄治 日高 木村牧場 438 ― 〃 クビ 140．8�

（セクシーローズ）

816 グランピアノ 牝3青 54 吉田 豊松田 整二氏 高柳 瑞樹 新冠 ヤマタケ牧場 464 ―2：06．6クビ 20．4�
510 ボイルトウショウ 牝3栗 54 武士沢友治トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 410 ―2：06．81� 61．6�
35 サンバークレー 牡3黒鹿56 G．ブノワ 加藤 信之氏 藤沢 和雄 浦河 岡本牧場 476 ―2：07．22� 13．9�

（仏）

11 ツクバプレジデント 牡3栗 56
55 ☆横山 和生荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 新冠 平山牧場 478 ―2：07．83� 50．0�

714 フェスティヴサン 牡3鹿 56 勝浦 正樹臼井義太郎氏 本間 忍 新ひだか 大典牧場 478 ―2：08．22� 94．8�
815 ジェネスグレイト 牡3鹿 56 田辺 裕信山口 真吾氏 高橋 文雅 安平 追分ファーム 548 ―2：22．2大差 23．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，397，400円 複勝： 41，191，800円 枠連： 17，357，900円
馬連： 52，190，200円 馬単： 32，169，000円 ワイド： 24，947，000円
3連複： 60，716，800円 3連単： 91，768，800円 計： 347，738，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 230円 � 3，650円 � 180円 枠 連（2－6） 2，230円

馬 連 �� 50，890円 馬 単 �� 70，240円

ワ イ ド �� 10，190円 �� 620円 �� 12，570円

3 連 複 ��� 77，260円 3 連 単 ��� 632，950円

票 数

単勝票数 計 273974 的中 � 38158（3番人気）
複勝票数 計 411918 的中 � 52045（4番人気）� 2144（16番人気）� 74274（1番人気）
枠連票数 計 173579 的中 （2－6） 5766（11番人気）
馬連票数 計 521902 的中 �� 757（81番人気）
馬単票数 計 321690 的中 �� 338（129番人気）
ワイド票数 計 249470 的中 �� 578（74番人気）�� 10822（6番人気）�� 468（84番人気）
3連複票数 計 607168 的中 ��� 580（171番人気）
3連単票数 計 917688 的中 ��� 107（1107番人気）

ハロンタイム 13．0―12．1―13．5―12．4―12．8―12．7―12．1―12．0―12．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―25．1―38．6―51．0―1：03．8―1：16．5―1：28．6―1：40．6―1：52．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マリアライト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 エルコンドルパサー 初出走

2011．2．19生 牝3黒鹿 母 クリソプレーズ 母母 キャサリーンパー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジェネスグレイト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年2月11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。
（非当選馬） 8頭 ウイングオブハーツ号・ゲームクライシス号・コージャラティ号・ジャンパップ号・ドルチェレガート号・

ヘクターザグレート号・マリアフィオーレ号・レッドメテオ号
※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11日 晴 重 （26中山1）第3日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時15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

510 ボウマンミル 牡4青鹿56 田辺 裕信 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 508＋ 61：11．7 11．9�

815 ジャングルターザン 牡4鹿 56 蛯名 正義�グリーンテック矢野 英一 新ひだか グランド牧場 B456± 01：11．91� 4．1�
611 ドンビザッツウェイ 牡7鹿 57 丸田 恭介田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 508＋18 〃 アタマ 25．1�
713	 リリコレッジェーロ 牡4栗 56 吉田 豊窪田 康志氏 大久保洋吉 米 Masatake

Iida DVM 524＋12 〃 ハナ 15．5�
47 	 トゥールモンド 
4栗 56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 尾形 充弘 仏 Mr Raphael

Verspieren 466＋ 61：12．0クビ 8．1	
612 ヴェンセール 牡4鹿 56 丸山 元気桐谷 茂氏 堀井 雅広 日高 田端牧場 468－ 81：12．1� 59．4

35 ドラゴンビューティ 牡4鹿 56 武士沢友治 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 504－ 31：12．2クビ 15．9�
11 マイネルルークス 牡4栃栗56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 千歳 社台ファーム 484± 01：12．62� 11．3�
12 ヒカルソラフネ 牡5鹿 57 吉田 隼人髙橋 京子氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 496± 01：12．7� 4．2
714� クラウンザクラウン 牡5鹿 57 西田雄一郎�クラウン 小野 次郎 新冠 大栄牧場 498－ 61：12．8クビ 328．8�
816� ピンクダイヤモンド 牝4鹿 54 宮崎 北斗吉田 好雄氏 高橋 義博 新冠 山岡牧場 396－121：13．01 125．6�
23 アスキットキング 牡4鹿 56 石橋 脩中江 隆一氏 柴田 政人 新冠 競優牧場 440± 0 〃 クビ 122．7�
59 � アストロフォンテン 牡5鹿 57 木幡 初広吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 増尾牧場 476＋101：13．21 370．7�
24 ミッキーシャイン 牡5鹿 57

56 ☆横山 和生野田みづき氏 久保田貴士 新ひだか 矢野牧場 486＋101：13．3� 4．4�
36 ミッキールドラ 牡4栗 56 北村 宏司野田みづき氏 国枝 栄 新ひだか 矢野牧場 498± 01：13．72� 55．1�
48 ジャパンイモン 牝4栗 54 黛 弘人井門 敏雄氏 尾関 知人 日高 坂 牧場 B452＋141：13．9� 36．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，952，700円 複勝： 46，526，400円 枠連： 21，794，500円
馬連： 70，217，600円 馬単： 40，255，800円 ワイド： 33，596，600円
3連複： 88，633，300円 3連単： 129，031，100円 計： 461，008，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 290円 � 170円 � 480円 枠 連（5－8） 1，610円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 3，740円

ワ イ ド �� 530円 �� 3，490円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 11，500円 3 連 単 ��� 53，710円

票 数

単勝票数 計 309527 的中 � 20574（6番人気）
複勝票数 計 465264 的中 � 40299（5番人気）� 93528（1番人気）� 21166（9番人気）
枠連票数 計 217945 的中 （5－8） 9992（6番人気）
馬連票数 計 702176 的中 �� 34675（5番人気）
馬単票数 計 402558 的中 �� 7951（13番人気）
ワイド票数 計 335966 的中 �� 17050（3番人気）�� 2244（43番人気）�� 5710（19番人気）
3連複票数 計 886333 的中 ��� 5688（40番人気）
3連単票数 計1290311 的中 ��� 1773（177番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．1―12．0―12．4―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．7―45．7―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボウマンミル �
�
父 Street Cry �

�
母父 Cherokee Run デビュー 2013．8．17 小倉5着

2010．2．17生 牡4青鹿 母 フ ァ ダ ラ ン 母母 Danseur Fabuleux 4戦1勝 賞金 7，960，000円
［他本会外：2戦1勝］

〔発走状況〕 ミッキーシャイン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ミッキーシャイン号は，発走調教再審査。

00032 1月11日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）重 （26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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード3：31．0良・良

711� マ サ ラ イ ト 牡10鹿 62 植野 貴也丸井サカミ氏 中村 均 三石 本桐牧場 498－163：38．6 4．5�
34 マッキーバッハ 牡9鹿 60 高田 潤薪浦 亨氏 牧田 和弥 門別 浜本牧場 482－103：39．02� 4．1�
33 テイエムブユウデン 牡7鹿 61 林 満明竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 競優牧場 472＋ 43：39．63� 15．5�
69 トウシンボルト 牡7黒鹿60 白浜 雄造�サトー 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 498＋ 43：40．02� 8．3�
58 ヴィーヴァギブソン �7鹿 60 西谷 誠芹澤 精一氏 武 宏平 平取 スガタ牧場 512－103：40．1クビ 10．7�
11 セ イ エ イ 牡6栗 61 高野 和馬江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 550＋103：40．31	 16．0	
57 アイティゴールド 牡6黒鹿60 大江原 圭一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 498＋ 83：40．4� 164．4

712� トーセンプラチナ 牡5鹿 60 五十嵐雄祐島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 486＋ 4 〃 ハナ 9．3�
45 
 レ ン デ ィ ル �8芦 60 上野 翔広尾レース� 藤沢 和雄 愛 Rockhart

Trading Ltd B500＋ 43：40．61	 36．2
610 ボストンプラチナ 牡7青鹿60 草野 太郎ボストンホース� 嶋田 潤 日高 浦新 徳司 466＋ 63：40．7� 43．0�
46 ウォンテッド 牡4黒鹿59 平沢 健治谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 484－ 2 〃 アタマ 4．1�
813 サンレイランキング 牡7鹿 60 難波 剛健永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 458± 03：40．91	 155．4�
22 マ サ デ パ ン 牡6黒鹿60 石神 深一坂田 行夫氏 清水 美波 浦河 津島 優治 480＋ 23：43．5大差 230．1�
814 ビコーピリラニ 牡4栗 59 田村 太雅�レジェンド 鹿戸 明 日高 高柳 隆男 476－ 8 （競走中止） 31．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 29，162，000円 複勝： 39，131，200円 枠連： 23，946，400円
馬連： 72，538，500円 馬単： 44，579，900円 ワイド： 30，695，700円
3連複： 95，549，400円 3連単： 150，986，600円 計： 486，589，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 200円 � 490円 枠 連（3－7） 640円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，370円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 5，360円 3 連 単 ��� 22，140円

票 数

単勝票数 計 291620 的中 � 51465（3番人気）
複勝票数 計 391312 的中 � 70848（1番人気）� 57171（3番人気）� 16508（8番人気）
枠連票数 計 239464 的中 （3－7） 28048（2番人気）
馬連票数 計 725385 的中 �� 56483（1番人気）
馬単票数 計 445799 的中 �� 16422（2番人気）
ワイド票数 計 306957 的中 �� 18179（1番人気）�� 5311（19番人気）�� 4834（20番人気）
3連複票数 計 955494 的中 ��� 13174（17番人気）
3連単票数 計1509866 的中 ��� 5033（55番人気）
上り 1マイル 1：47．7 4F 52．3－3F 39．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�マ サ ラ イ ト �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 キャロルハウス

2004．2．19生 牡10鹿 母 ギャラントハウス 母母 ギャラントルックス 障害：14戦4勝 賞金 74，246，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 ビコーピリラニ号は，2周目5号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ケイアイドウソジン号・セイカペガサス号・タニノマンボ号・ドリームチャージ号
（非抽選馬） 6頭 コスモソユーズ号・コブラボール号・ビーアウェイク号・フサイチアソート号・メジロサンノウ号・

リリースバージョン号



00033 1月11日 晴 重 （26中山1）第3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 9，800，000円 3，900，000円 2，500，000円 1，500，000円 980，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

815 リーゼントロック 牡3黒鹿56 中谷 雄太三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 522± 01：53．8 9．2�
510 ファンシーミューズ 牝3鹿 54 吉田 豊吉田 勝己氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：53．9� 105．9�
713 ビタミンエース 牡3鹿 56 横山 典弘村上 稔氏 本田 優 新ひだか 谷口育成牧場 504＋ 4 〃 クビ 10．2�
24 ストロングサウザー 牡3鹿 56 G．ブノワ 村木 篤氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 464－ 21：54．11� 7．9�

（仏）

59 スマートダイバー 牡3栗 56 後藤 浩輝大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 476± 01：54．41	 15．9�
23 アスペンツリー 牡3黒鹿56 田中 勝春 �社台レースホース新開 幸一 安平 追分ファーム 480± 01：54．5� 3．2	
612 サムソンズシエル 牡3鹿 56 柴田 大知有限会社シルク伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 516－ 21：54．71� 6．6

816 ミュゼストリート 牡3鹿 56 北村 宏司髙橋 仁氏 大江原 哲 新ひだか 折手牧場 514＋ 2 〃 ハナ 15．7�
714 テンマティーニ 牡3栗 56 戸崎 圭太芹澤 精一氏 作田 誠二 新ひだか 前谷 武志 480－ 61：54．8� 47．6�
36 アナザーバージョン 牡3鹿 56 田辺 裕信 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 500＋101：55．33 3．8
611 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 468－ 21：55．51� 368．0�
12 チャンスメイク 牡3青 56 津村 明秀平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 452＋ 21：55．71� 91．1�
48 カシノカーム 牡3芦 56 西田雄一郎柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 458－ 41：55．8� 446．7�
47 トゥインクリング 牡3栗 56 田中 博康スリースターズレーシング 田村 康仁 浦河 ミルファーム 504＋101：56．22� 343．7�
35 コスモイノセント 牡3青鹿56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 友田牧場 442－ 61：57．26 121．2�
11 ユニバーサルビーチ 牝3青 54 蛯名 正義古川 嘉治氏 加藤 和宏 新ひだか 千代田牧場 494－ 61：58．79 62．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，412，200円 複勝： 90，418，300円 枠連： 36，579，500円
馬連： 133，236，400円 馬単： 75，381，500円 ワイド： 54，698，400円
3連複： 158，113，400円 3連単： 264，205，000円 計： 864，044，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 360円 � 2，130円 � 380円 枠 連（5－8） 2，700円

馬 連 �� 41，850円 馬 単 �� 71，330円

ワ イ ド �� 9，120円 �� 1，490円 �� 10，200円

3 連 複 ��� 145，500円 3 連 単 ��� 1，010，280円

票 数

単勝票数 計 514122 的中 � 44305（5番人気）
複勝票数 計 904183 的中 � 72245（5番人気）� 9808（12番人気）� 66303（6番人気）
枠連票数 計 365795 的中 （5－8） 10008（13番人気）
馬連票数 計1332364 的中 �� 2350（56番人気）
馬単票数 計 753815 的中 �� 780（106番人気）
ワイド票数 計 546984 的中 �� 1456（55番人気）�� 9307（19番人気）�� 1300（59番人気）
3連複票数 計1581134 的中 ��� 802（201番人気）
3連単票数 計2642050 的中 ��� 193（1197番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―37．1―50．0―1：02．5―1：15．2―1：27．9―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リーゼントロック �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2013．12．7 阪神2着

2011．3．2生 牡3黒鹿 母 レディインディ 母母 Fiji 3戦2勝 賞金 17，950，000円
〔制裁〕 サムソンズシエル号の騎手柴田大知は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・4番）

リーゼントロック号の騎手中谷雄太は，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） 4頭 エキマエ号・サトノバリアント号・サリレモンド号・ファイヤーロック号
※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11日 晴 良 （26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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：10．0

良
良

57 コスモユッカ 牡5鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 和田正一郎 新ひだか 中村 和夫 492± 02：15．3 12．2�
711 アイスフォーリス 牝5芦 55 田辺 裕信 �サンデーレーシング 相沢 郁 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 472± 02：15．62 13．1�
45 ロンギングダンサー 牡5黒鹿57 石橋 脩坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 484＋ 42：15．7クビ 1．7�
68 カ ム フ ィ ー 牡5黒鹿57 横山 典弘清水 二朗氏 鈴木 康弘 池田 新田牧場 476± 0 〃 アタマ 7．1�
22 ロードエフォール 牡6黒鹿57 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 成隆牧場 494＋ 8 〃 クビ 45．8	
710 マイネルストラーノ 牡4青鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 470＋10 〃 ハナ 6．1

812� モ シ モ シ 牝4黒鹿54 横山 和生小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 408＋ 22：15．91	 40．4�
813 ピュアソルジャー 牡4鹿 56 吉田 豊鶴見 芳子氏 大久保洋吉 新ひだか 千代田牧場 482＋ 4 〃 クビ 12．4�
44 マイネルリヒト 牡5鹿 57 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 日高 山際 辰夫 476－102：16．0クビ 32．7
56 ゴーゴーヒュウガ 牡6鹿 57 丸田 恭介永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか 北海道静内農業高等学校 B464＋ 22：16．31
 293．8�
69 ネコタイショウ 牡4鹿 56 勝浦 正樹桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 B442± 02：16．51	 57．2�
33 � ヴェルデライト 牝6鹿 55 江田 照男 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 472± 0 〃 ハナ 152．0�
11 コスモカンタービレ 牡7黒鹿57 F．ベリー �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 西村 和夫 502＋ 42：18．5大差 73．0�

（愛）

（13頭）

売 得 金
単勝： 64，336，400円 複勝： 109，804，000円 枠連： 37，425，900円
馬連： 154，313，100円 馬単： 98，301，300円 ワイド： 68，003，400円
3連複： 183，694，000円 3連単： 386，857，400円 計： 1，102，735，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 270円 � 250円 � 120円 枠 連（5－7） 2，090円

馬 連 �� 4，800円 馬 単 �� 12，880円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 460円 �� 540円

3 連 複 ��� 3，320円 3 連 単 ��� 40，670円

票 数

単勝票数 計 643364 的中 � 41813（4番人気）
複勝票数 計1098040 的中 � 76540（6番人気）� 85246（5番人気）� 404112（1番人気）
枠連票数 計 374259 的中 （5－7） 13237（7番人気）
馬連票数 計1543131 的中 �� 23770（17番人気）
馬単票数 計 983013 的中 �� 5635（36番人気）
ワイド票数 計 680034 的中 �� 13292（15番人気）�� 38487（4番人気）�� 31981（5番人気）
3連複票数 計1836940 的中 ��� 40848（10番人気）
3連単票数 計3868574 的中 ��� 7021（117番人気）

ハロンタイム 12．6―12．0―13．2―12．9―12．7―12．4―12．4―12．1―11．7―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―24．6―37．8―50．7―1：03．4―1：15．8―1：28．2―1：40．3―1：52．0―2：03．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F35．0
1
3
9－（7，10）－（4，5）（6，13）－（3，11）（1，2）12－8
9－（7，10）－（4，5）（6，13，11）（3，2）（1，12）－8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コスモユッカ �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 メジロライアン デビュー 2011．7．9 函館2着

2009．4．12生 牡5鹿 母 モエレフレッシュ 母母 エルフィッシュ 18戦4勝 賞金 51，915，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



00035 1月11日 晴 重 （26中山1）第3日 第11競走 ��
��1，800�

しょうふく

招福ステークス
発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000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
1：48．5
1：47．8

重
重

510� イッシンドウタイ 牡5鹿 57 横山 典弘�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 508＋ 21：51．5 8．0�
59 タ ナ ト ス 牡6黒鹿57 柴田 善臣榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 462＋ 41：51．6	 7．2�
714 ドラゴンフォルテ 牡5鹿 57 内田 博幸窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 478＋ 4 〃 クビ 3．9�
815 ハコダテナイト 牡4栗 56 田辺 裕信河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 512＋ 41：52．02
 9．5�
36 オメガスカイツリー 牡6黒鹿57 戸崎 圭太原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 504± 0 〃 ハナ 9．5�
611 ジ ャ ン ナ 牡6鹿 57 大野 拓弥前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 ノースヒルズマネジメント 490－ 21：52．1クビ 213．1	
713 セイカフォルテ 牡6鹿 57 田中 勝春久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 458＋ 2 〃 クビ 48．2

11 � アンアヴェンジド 牝5黒鹿55 G．ブノワ �大樹ファーム 藤沢 和雄 米

Dr. William B.
Wilmot & Dr.
Joan M. Taylor

548± 01：52．2クビ 4．0�
（仏）

816 ガイヤースヴェルト 牡4黒鹿56 F．ベリー �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 502＋12 〃 同着 6．9�
（愛）

612� グレイレジェンド 牡6芦 57 石橋 脩小野 博郷氏 松永 幹夫 新ひだか 稲葉牧場 474－ 2 〃 クビ 201．9
12 アサクサポイント 6青鹿57 吉田 豊田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 484＋ 21：52．3
 15．8�
24 コスモイーチタイム 牡6栗 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 61：53．57 93．3�
48 キッズアプローズ 牡8鹿 57 北村 宏司瀬谷 �雄氏 牧 光二 早来 ノーザンファーム 516＋ 41：54．77 143．8�
35 ウッドシップ 牝6鹿 55 後藤 浩輝小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 482± 01：55．33
 189．9�
47 ブラッシュアップ 牡9栗 57 宮崎 北斗 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 作田 誠二 静内 カタオカステーブル 488－ 41：55．51� 283．2�
23 コウヨウレジェンド 6鹿 57 三浦 皇成寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 本巣 一敏 500＋ 21：58．8大差 80．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 73，164，700円 複勝： 132，905，100円 枠連： 82，194，000円
馬連： 317，744，100円 馬単： 157，553，900円 ワイド： 108，156，800円
3連複： 395，964，100円 3連単： 704，016，400円 計： 1，971，699，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 220円 � 220円 � 150円 枠 連（5－5） 2，000円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 3，980円

ワ イ ド �� 660円 �� 520円 �� 580円

3 連 複 ��� 2，930円 3 連 単 ��� 18，690円

票 数

単勝票数 計 731647 的中 � 72459（5番人気）
複勝票数 計1329051 的中 � 147736（3番人気）� 145946（4番人気）� 289953（1番人気）
枠連票数 計 821940 的中 （5－5） 30459（10番人気）
馬連票数 計3177441 的中 �� 115888（10番人気）
馬単票数 計1575539 的中 �� 29221（18番人気）
ワイド票数 計1081568 的中 �� 39631（8番人気）�� 52532（2番人気）�� 46684（3番人気）
3連複票数 計3959641 的中 ��� 99984（6番人気）
3連単票数 計7040164 的中 ��� 27806（42番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．6―49．1―1：01．2―1：13．6―1：26．1―1：38．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．9
1
3
8（9，5）（2，3，16）10（1，13）14（4，7）11－15－6，12・（8，16）（9，5，13）（2，4，10）1，14（11，3，15）（7，6）12

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

勝馬の
紹 介

�イッシンドウタイ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 スラヴィック

2009．4．20生 牡5鹿 母 ラストヒット 母母 ゲートアンドフライ 26戦4勝 賞金 101，713，000円
地方デビュー 2011．4．29 門別

〔タイムオーバーによる出走制限〕 コウヨウレジェンド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年2月11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。

00036 1月11日 晴 良 （26中山1）第3日 第12競走 ��1，800�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 7，500，000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
1：44．9
1：44．1

良
良

69 サトノジュピター 牝5鹿 55 戸崎 圭太里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：48．7 2．3�
22 ノーヒッター 牡4黒鹿56 勝浦 正樹島田 久氏 小野 次郎 浦河 江谷 重雄 468－ 21：48．8� 11．7�
813 パシャドーラ 牝4鹿 54 G．ブノワ 山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 502＋ 21：49．12 15．8�

（仏）

711 シャンボールフィズ 牝5鹿 55 蛯名 正義 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 440＋ 81：49．31� 6．1�
57 プリンセスカママル 牝4鹿 54 後藤 浩輝 P.G．ファッジ氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 446－ 21：49．4� 11．1�
45 コスモハヤブサ 牡4青鹿56 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新冠 コスモヴューファーム 468＋12 〃 アタマ 50．7	
33 スマートルピナス 牝4鹿 54 内田 博幸大久保典義氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 452＋ 2 〃 アタマ 8．1

712 インプレザリオ 牡6栗 57 村田 一誠青山 洋一氏 戸田 博文 安平 追分ファーム 492＋ 21：49．5クビ 8．2�
814 マイネルスパーブ 牡5鹿 57 丹内 祐次 �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 478－ 21：49．6� 31．1
34 マイネルイルミナル 牡4鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 富川田中牧場 470＋ 2 〃 アタマ 16．8�
610� サンタクローチェ 牝4青鹿54 北村 宏司村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 484＋ 61：49．81	 63．8�
46 メイブリーズ 牝5芦 55 横山 典弘千明牧場 鈴木 伸尋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 81：49．9クビ 63．6�
58 タイセイポラリス 牡4栗 56 柴田 善臣田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 478－101：50．85 63．8�
11 ジ ェ イ ド 牡5芦 57 田辺 裕信山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 548＋121：51．65 62．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 54，096，200円 複勝： 91，927，800円 枠連： 42，421，200円
馬連： 155，079，300円 馬単： 84，095，800円 ワイド： 68，340，000円
3連複： 191，385，300円 3連単： 359，885，800円 計： 1，047，231，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 310円 � 410円 枠 連（2－6） 2，060円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 3，010円

ワ イ ド �� 730円 �� 930円 �� 2，720円

3 連 複 ��� 9，200円 3 連 単 ��� 36，600円

票 数

単勝票数 計 540962 的中 � 189147（1番人気）
複勝票数 計 919278 的中 � 255420（1番人気）� 66471（6番人気）� 46118（8番人気）
枠連票数 計 424212 的中 （2－6） 15271（8番人気）
馬連票数 計1550793 的中 �� 62089（5番人気）
馬単票数 計 840958 的中 �� 20634（8番人気）
ワイド票数 計 683400 的中 �� 24054（5番人気）�� 18395（9番人気）�� 5920（35番人気）
3連複票数 計1913853 的中 ��� 15358（29番人気）
3連単票数 計3598858 的中 ��� 7257（100番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．0―24．1―35．9―48．4―1：00．4―1：13．4―1：25．5―1：37．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F35．3
1
3
1（6，8）4（3，5，7）（10，11）14（9，12）13，2
1，8（6，4）（3，7）（5，12）（10，11）（14，9，13）2

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

勝馬の
紹 介

サトノジュピター �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2011．12．3 中山2着

2009．3．3生 牝5鹿 母 アドマイヤテレサ 母母 ヒ ー ド 8戦2勝 賞金 28，057，000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 リアルフレア号・レッドストラーダ号
※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。



（26中山1）第3日 1月11日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
重

競走回数 12回 出走頭数 185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

198，950，000円
2，080，000円
9，220，000円
1，850，000円
17，880，000円
71，201，500円
5，624，800円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
458，756，200円
774，086，900円
344，836，200円
1，230，950，600円
704，708，000円
527，508，500円
1，535，819，100円
2，629，467，900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 8，206，133，400円

総入場人員 17，331名 （有料入場人員 15，831名）
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