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00049 1月13日 晴 稍重 （26中山1）第5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

713 ナスケンリュウジン 牡3栗 56
55 ☆横山 和生那須 猛氏 鈴木 康弘 新ひだか 桜井牧場 458＋ 81：12．8 20．5�

815 チュウワベイビー 牝3芦 54 内田 博幸中西 忍氏 栗田 徹 日高 若林 武雄 444－ 21：12．9� 6．9�
816 ファイアボール 牡3鹿 56 戸崎 圭太�Basic 畠山 吉宏 浦河 酒井牧場 498＋ 21：13．11� 7．8�
48 サビーナクレスタ �3鹿 56 丸田 恭介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 472＋181：13．63 17．4�
611 ハリケーンリリー 牡3鹿 56 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 浦河 木村牧場 496＋ 61：13．7クビ 6．1�
59 マトリックス 牡3鹿 56 F．ベリー Him Rock Racing 田村 康仁 浦河 �川 啓一 462＋ 61：13．91 60．8	

（愛）

23 ハンサムオウジ 牡3鹿 56 荻野 琢真スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 中田 浩美 446－ 6 〃 クビ 40．0

11 エドノプリンセス 牝3鹿 54 吉田 豊遠藤 喜松氏 菊沢 隆徳 新ひだか 沖田 忠幸 454＋ 21：14．0クビ 24．1�
612 ダイメイリシャール 牡3栗 56 北村 宏司宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 480＋ 2 〃 クビ 28．9�
24 インスタイル 牡3鹿 56 蛯名 正義岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 21：14．1クビ 1．8
36 カットキタイネン 牡3鹿 56 津村 明秀平本 敏夫氏 小西 一男 様似 林 時春 444－ 4 〃 クビ 295．1�
714 リワードターン 牡3栗 56 嘉藤 貴行宮崎忠比古氏 田中 清隆 浦河 有限会社

リワード 494－ 21：14．63 127．4�
35 ドクターシェイド 牝3鹿 54 柴田 善臣松岡 悟氏 柴田 政人 日高 庄野牧場 438＋ 81：14．7クビ 282．6�
12 デルマフジコ 牝3栗 54 木幡 初広浅沼 廣幸氏 浅野洋一郎 千歳 社台ファーム 476－101：14．91� 73．7�
510 ロ ワ ド ー ル 牡3鹿 56 石橋 脩保坂 和孝氏 木村 哲也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 410－ 61：15．0	 145．6�
47 フレンドファイバー 牝3栗 54 丹内 祐次横尾 晴人氏 清水 美波 安平 有限会社 ノー

ザンレーシング 434＋101：16．610 366．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，931，000円 複勝： 48，566，800円 枠連： 17，319，600円
馬連： 56，197，200円 馬単： 37，442，400円 ワイド： 29，958，900円
3連複： 83，659，700円 3連単： 133，139，200円 計： 434，214，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，050円 複 勝 � 460円 � 210円 � 270円 枠 連（7－8） 2，040円

馬 連 �� 4，310円 馬 単 �� 12，710円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 1，450円 �� 560円

3 連 複 ��� 8，540円 3 連 単 ��� 57，500円

票 数

単勝票数 計 279310 的中 � 10766（6番人気）
複勝票数 計 485668 的中 � 24281（5番人気）� 71512（2番人気）� 49030（4番人気）
枠連票数 計 173196 的中 （7－8） 6288（8番人気）
馬連票数 計 561972 的中 �� 9637（15番人気）
馬単票数 計 374424 的中 �� 2175（39番人気）
ワイド票数 計 299589 的中 �� 5344（15番人気）�� 4935（19番人気）�� 14017（5番人気）
3連複票数 計 836597 的中 ��� 7236（27番人気）
3連単票数 計1331392 的中 ��� 1709（183番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．5―12．6―12．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．3―46．9―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナスケンリュウジン �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．11．17 福島10着

2011．4．29生 牡3栗 母 ナスケンアイリス 母母 オブザーヴァント 3戦1勝 賞金 5，500，000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） 9頭 クリキントン号・クリノゲンキチャン号・サプライズライン号・サンメンフィス号・シゲルシモウサ号・

トシルビー号・フジマサレジェンド号・ムーンパスラブ号・リンガスアリュール号
（非抽選馬） 4頭 カプチーノ号・ディアブレイズン号・ニットギブソン号・ワールドタイム号
※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。

00050 1月13日 晴 稍重 （26中山1）第5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）

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 アサクサスターズ 牡3栗 56 F．ベリー 田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 476＋141：56．1 28．1�
（愛）

59 ニシノゲンキマル 牡3栗 56 柴田 善臣西山 茂行氏 尾形 充弘 浦河 高昭牧場 500－ 21：56．31� 14．4�
47 オ ベ リ ス ク 牡3鹿 56 後藤 浩輝前田 幸治氏 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 528＋ 41：56．72� 27．7�
713 ゴールデンスピン 牡3栗 56 丸田 恭介田島榮二郎氏 大江原 哲 新ひだか 元茂牧場 492＋ 81：56．8� 12．6�
35 クロフネフリート 牡3鹿 56 戸崎 圭太平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 530＋ 41：56．9� 2．2�
611 ポッドジョーカー 牡3黒鹿56 北村 宏司小川眞査雄氏 大竹 正博 新冠 村田牧場 470＋ 41：57．0クビ 5．4�
816 メイショウカノン 牡3青鹿56 G．ブノワ 松本 好	氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 480± 01：57．21� 11．0


（仏）

36 ビックナジョーカー 牡3鹿 56 丸山 元気平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 マリオステー
ブル 474± 0 〃 ハナ 62．2�

612 トーセンミラージュ 牡3青鹿56 横山 典弘島川 	哉氏 菅原 泰夫 安平 ノーザンファーム 518－ 41：57．41 6．6�
24 サトノバイタル 牡3栗 56 内田 博幸里見 治氏 成島 英春 新ひだか 矢野牧場 502－ 21：58．67 24．4
510 マイネルラヴォーロ 牡3青鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 勢司 和浩 新冠 赤石 久夫 458＋ 41：59．02� 254．4�
48 パ ロ パ ロ 牡3栗 56 三浦 皇成�LS.M 小野 次郎 新ひだか 井高牧場 500± 01：59．53 38．3�
12 タケルムーン 牡3鹿 56 柴山 雄一森 保彦氏 田村 康仁 平取 びらとり牧場 450± 02：00．77 270．4�
11 フクノグングニル 牡3鹿 56 松岡 正海福島 実氏 小島 茂之 青森 長谷地 義正 532＋ 62：00．91� 24．0�
815 デザイアドライブ 牝3黒鹿54 蛯名 正義片山 晃氏 金成 貴史 新ひだか 西村 和夫 466＋ 82：01．32� 139．4�
23 ブルーホール 牡3青鹿 56

53 ▲長岡 禎仁�Basic 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 450＋ 42：02．47 81．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，569，600円 複勝： 52，555，500円 枠連： 19，078，100円
馬連： 63，638，200円 馬単： 41，289，900円 ワイド： 36，002，300円
3連複： 88，109，900円 3連単： 134，730，400円 計： 465，973，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，810円 複 勝 � 780円 � 350円 � 760円 枠 連（5－7） 4，360円

馬 連 �� 20，930円 馬 単 �� 46，100円

ワ イ ド �� 5，260円 �� 9，650円 �� 2，930円

3 連 複 ��� 119，760円 3 連 単 ��� 808，390円

票 数

単勝票数 計 305696 的中 � 8603（10番人気）
複勝票数 計 525555 的中 � 16900（9番人気）� 43509（5番人気）� 17484（8番人気）
枠連票数 計 190781 的中 （5－7） 3235（16番人気）
馬連票数 計 636382 的中 �� 2244（44番人気）
馬単票数 計 412899 的中 �� 661（94番人気）
ワイド票数 計 360023 的中 �� 1684（42番人気）�� 911（58番人気）�� 3059（30番人気）
3連複票数 計 881099 的中 ��� 543（182番人気）
3連単票数 計1347304 的中 ��� 123（1124番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―37．1―50．8―1：03．6―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4F52．5―3F39．9
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

アサクサスターズ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．23 東京10着

2011．3．13生 牡3栗 母 メディアウォーズ 母母 メインキャスター 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デザイアドライブ号・ブルーホール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年2月

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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ペイシャゴンジセ号
※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５日



00051 1月13日 晴 稍重 （26中山1）第5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

22 � ドラゴンキングダム 牡3黒鹿56 内田 博幸窪田 芳郎氏 二ノ宮敬宇 米 Stonehaven
Steadings 514－ 21：55．8 1．3�

814 ワイルドコットン 牡3栗 56 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 日高 下河辺牧場 500＋16 〃 アタマ 7．9�
815 ジーガークリスタル 牡3鹿 56 田辺 裕信�ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 538＋ 21：57．410 11．1�
11 ミライヘノマイ 牝3栗 54 松山 弘平三島 宣彦氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 486＋ 41：58．14 120．8�
712 センノイギダー 牡3栗 56 宮崎 北斗浅野 正敏氏 浅野洋一郎 新ひだか 静内酒井牧場 468＋ 21：58．52� 452．0�
610 デピュティイモン 牝3栗 54 黛 弘人井門 敏雄氏 和田 雄二 日高 坂 牧場 428＋ 61：58．81	 86．4	
34 � ブルーミーフラワー 牡3鹿 56 北村 宏司 
クイーンズ・ランチ 畠山 吉宏 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm 482－ 61：58．9� 11．7�
713 ユズノカオリ 牝3鹿 54 松岡 正海山本 武司氏 高市 圭二 新ひだか 田原橋本牧場 B460＋ 4 〃 アタマ 22．7�
59 ケージープリサイス 牡3黒鹿56 勝浦 正樹川井 五郎氏 松永 康利 新ひだか 松本牧場 516＋ 41：59．32� 145．4
611 デンジャラー 牝3黒鹿54 大野 拓弥 �静内白井牧場 南田美知雄 日高 木村牧場 454＋12 〃 クビ 134．2�
46 ダノンフォーミュラ 牡3鹿 56 G．ブノワ 
ダノックス 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 486± 01：59．61	 46．8�

（仏）

23 ブラックエミオ 牡3鹿 56 横山 典弘鈴木 正浩氏 鈴木 伸尋 新冠 競優牧場 474＋ 41：59．7クビ 13．9�
47 レイニーアプローズ 牡3鹿 56 江田 照男吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 476＋ 42：01．29 238．7�
58 マイネルヴィクター 牡3栗 56 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 456＋ 22：04．3大差 430．1�
35 ウインシンデレラ 牝3栗 54 吉田 隼人
ウイン 金成 貴史 新ひだか 前谷 武志 432－ 82：04．72� 178．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 39，403，700円 複勝： 133，983，300円 枠連： 18，663，900円
馬連： 53，274，800円 馬単： 46，737，800円 ワイド： 29，772，100円
3連複： 81，228，100円 3連単： 172，668，200円 計： 575，731，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 170円 � 170円 枠 連（2－8） 250円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 220円 �� 280円 �� 500円

3 連 複 ��� 680円 3 連 単 ��� 2，280円

票 数

単勝票数 計 394037 的中 � 241840（1番人気）
複勝票数 計1339833 的中 � 949525（1番人気）� 86045（2番人気）� 81546（3番人気）
枠連票数 計 186639 的中 （2－8） 55371（1番人気）
馬連票数 計 532748 的中 �� 86183（1番人気）
馬単票数 計 467378 的中 �� 56042（1番人気）
ワイド票数 計 297721 的中 �� 38057（1番人気）�� 26590（4番人気）�� 12732（6番人気）
3連複票数 計 812281 的中 ��� 88637（1番人気）
3連単票数 計1726682 的中 ��� 56093（1番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―12．6―12．8―12．8―13．4―13．3―13．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．9―37．5―50．3―1：03．1―1：16．5―1：29．8―1：42．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ドラゴンキングダム �
�
父 Roman Ruler �

�
母父 Cherokee Run デビュー 2013．11．24 東京2着

2011．3．23生 牡3黒鹿 母 Earlybird Road 母母 Kiss N Make Up 3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔制裁〕 レイニーアプローズ号の騎手江田照男は，1コーナー手前で十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。

（被害馬：4番・13番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レイニーアプローズ号・マイネルヴィクター号・ウインシンデレラ号は，「タイムオーバーによる出走

制限」のため，平成26年2月13日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 クラウンデピュティ号（疾病〔右後肢フレグモーネ〕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18頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）17頭 アッパレジャパン号・カンタベリーツルギ号・クールジャイロ号・コスモソウルメイト号・コスモパトラ号・

サウスゴビ号・ストークス号・ターフデザイナー号・チャンピオンリング号・デルマラムチャン号・
トラストエルフ号・ハイノリッジ号・フォトンベルト号・フジノゴトク号・モンサンプロキオン号・ラクードール号・
ロンギングケイシー号

（非抽選馬） 1頭 タニタニ号
※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。

00052 1月13日 晴 稍重 （26中山1）第5日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時25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

611 ラピダメンテ �3栗 56 蛯名 正義 �社台レースホース池上 昌弘 日高 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 472 ―1：12．2 5．1�

36 ベニノラッキーマン 牡3芦 56 三浦 皇成�紅谷 金成 貴史 新冠 川上 悦夫 480 ―1：12．94 5．9�
815 ペリーホワイト 牡3芦 56 大野 拓弥西山 茂行氏 高木 登 浦河 高昭牧場 474 ―1：13．32� 6．5�
23 スカイランナー 牝3栗 54 吉田 豊山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新冠 パカパカ

ファーム 484 ―1：13．61� 6．7�
612 ヤマニンアタシャン 牝3鹿 54 柴山 雄一土井 肇氏 菊沢 隆徳 新冠 錦岡牧場 428 ―1：13．81� 9．8	
24 クリスタルコブラ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 Him Rock Racing 上原 博之 日高 タバタファーム 538 ―1：14．43� 10．5

59 リネンプルーフ �3栗 56 西田雄一郎戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 嶋田牧場 488 ― 〃 アタマ 20．8�
11 アロージェネシス 牡3黒鹿56 内田 博幸 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 486 ―1：14．72 5．8�
714 ア サ ヤ ケ 牡3黒鹿56 武士沢友治阿部 雅英氏 手塚 貴久 浦河 中村 雅明 566 ―1：14．8クビ 34．0
12 ポムドテール 牝3栗 54 石橋 脩山岸 桂市氏 奥平 雅士 洞	湖 レイクヴィラファーム 430 ―1：15．54 99．2�
35 ノーブルレッド 牝3黒鹿54 勝浦 正樹吉木 伸彦氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 434 ― 〃 クビ 49．4�
713 ト ラ イ バ ル 牡3鹿 56 木幡 初広篠木 俊二氏 菅原 泰夫 福島 篠木牧場 444 ―1：16．24 131．5�
47 ダイジョブダア 牡3栗 56

53 ▲原田 和真志村 康徳氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 424 ―1：16．3� 105．6�
48 アルファアイリス 牝3黒鹿54 津村 明秀�貴悦 和田正一郎 新ひだか 田上 稔 474 ―1：16．51� 96．3�
816 カシマムンムーン 牝3黒鹿54 江田 照男�カシマ 武藤 善則 むかわ 上水牧場 412 ―1：16．92� 40．9�
510 ガ ル シ ア 牡3栗 56 F．ベリー 髙樽さゆり氏 斎藤 誠 むかわ 東振牧場 484 ― （競走中止） 17．0�

（愛）

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，939，400円 複勝： 37，060，800円 枠連： 20，422，100円
馬連： 55，561，100円 馬単： 33，670，900円 ワイド： 26，296，800円
3連複： 74，380，100円 3連単： 106，577，400円 計： 379，908，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 210円 � 210円 � 200円 枠 連（3－6） 1，000円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 3，800円

ワ イ ド �� 880円 �� 760円 �� 760円

3 連 複 ��� 4，820円 3 連 単 ��� 26，750円

票 数

単勝票数 計 259394 的中 � 40579（1番人気）
複勝票数 計 370608 的中 � 45980（4番人気）� 46403（2番人気）� 52656（1番人気）
枠連票数 計 204221 的中 （3－6） 15118（3番人気）
馬連票数 計 555611 的中 �� 19094（9番人気）
馬単票数 計 336709 的中 �� 6546（7番人気）
ワイド票数 計 262968 的中 �� 7282（9番人気）�� 8643（6番人気）�� 8593（7番人気）
3連複票数 計 743801 的中 ��� 11398（11番人気）
3連単票数 計1065774 的中 ��� 2941（68番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．3―12．6―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．6―46．2―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラピダメンテ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 エンドスウィープ 初出走

2011．2．9生 �3栗 母 オンシジューム 母母 ウインフィオーレ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔騎手変更〕 ポムドテール号の騎手石神深一は，病気のため石橋脩に変更。
〔競走中止〕 ガルシア号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため3コーナーで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の34頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）34頭 アルファアリエス号・カイトウショウジョ号・カシマブレイン号・キャラメルソング号・キャレモンショコラ号・

クインズブレス号・クリノアシュラオー号・ケンブリッジアド号・コマノアスリート号・サキノヘイロー号・
シャンハイドール号・スプラッシュアゲン号・セイントローズバド号・ダイワコンシード号・チアフルミイチャン号・
ディアエアム号・ティエスヴァレー号・テンテマリ号・ドライトウショウ号・ナイスエモーション号・ニシノサヤ号・
ニシノラピート号・ビビッドフレイム号・ブランチトウショウ号・ヘヴンズチョイス号・ベルウッドマカルー号・
ベルモントビーナス号・マリオンフォンテン号・ヤマニントレフル号・ラリホー号・リトルスカッシュ号・
ルリジューズ号・ローエンイェーガー号・ローレルルーチェ号

※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。



00053 1月13日 晴 良 （26中山1）第5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）

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
1：30．7
1：30．7

良
良

612 スマイルシャワー 牝3鹿 54 田中 勝春 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 462－ 21：35．6 14．0�
12 ホクラニミサ 牝3黒鹿54 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 444＋281：35．81� 4．8�
36 ドリームティアラ 牝3栗 54 戸崎 圭太吉田 和子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 514＋ 81：35．9クビ 2．5�
35 コ ア ク マ 牝3鹿 54 柴田 善臣内田 玄祥氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 406－ 21：36．32� 34．4�
611 ウインエレメント 牝3鹿 54 内田 博幸�ウイン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 414± 0 〃 ハナ 7．1	
47 リ ヴ ィ ダ ス 牝3鹿 54 横山 典弘池谷 誠一氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム 446± 0 〃 ハナ 68．0

24 ダイワインテンス 牝3鹿 54 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 496＋ 2 〃 アタマ 10．7�
11 フレンドスイート 牝3鹿 54

51 ▲花田 大昂横尾 晴人氏 菊川 正達 新ひだか 藤巻 則弘 436± 0 〃 アタマ 44．6�
714 コスモチョコレイ 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 浦河 高岸 順一 438± 0 〃 ハナ 29．2
48 ヨイチスノー 牝3黒鹿54 江田 照男加藤 興一氏 菅原 泰夫 浦河 金成吉田牧場 436＋10 〃 ハナ 223．1�
23 ショウナンバクフウ 牝3鹿 54 後藤 浩輝国本 哲秀氏 田中 剛 浦河 大北牧場 452－101：36．61� 25．1�
510 アルミサエル 牝3黒鹿 54

51 ▲伴 啓太冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 430＋ 2 〃 クビ 82．9�
816 ハシルヨアカルク 牝3鹿 54

52 △杉原 誠人田中 幹雄氏 清水 美波 新ひだか ダイイチ牧場 382＋121：36．7� 264．0�
815 ナイスクオリア 牝3栗 54 丸山 元気福田 光博氏 根本 康広 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 430－ 61：36．8クビ 245．4�
59 シャインプレイン 牝3栗 54 松山 弘平�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500＋ 21：37．01� 14．3�
713 キスカラハジメヨウ 牝3鹿 54 蛯名 正義�ビリオンスター尾関 知人 千歳 社台ファーム 400± 01：37．21� 9．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，207，800円 複勝： 61，873，200円 枠連： 22，743，700円
馬連： 75，194，100円 馬単： 49，419，600円 ワイド： 40，939，400円
3連複： 104，446，200円 3連単： 174，555，300円 計： 565，379，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，400円 複 勝 � 380円 � 180円 � 140円 枠 連（1－6） 1，380円

馬 連 �� 3，650円 馬 単 �� 8，880円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 730円 �� 310円

3 連 複 ��� 2，790円 3 連 単 ��� 31，630円

票 数

単勝票数 計 362078 的中 � 20526（6番人気）
複勝票数 計 618732 的中 � 30988（7番人気）� 90602（2番人気）� 163397（1番人気）
枠連票数 計 227437 的中 （1－6） 12241（6番人気）
馬連票数 計 751941 的中 �� 15230（13番人気）
馬単票数 計 494196 的中 �� 4108（28番人気）
ワイド票数 計 409394 的中 �� 8403（12番人気）�� 13251（7番人気）�� 36902（1番人気）
3連複票数 計1044462 的中 ��� 27683（5番人気）
3連単票数 計1745553 的中 ��� 4074（81番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．2―11．8―12．1―12．2―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．4―34．6―46．4―58．5―1：10．7―1：22．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．2―3F37．1

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

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

勝馬の
紹 介

スマイルシャワー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2013．8．4 新潟5着

2011．4．16生 牝3鹿 母 サンデースマイルⅡ 母母 Sensation 5戦1勝 賞金 8，000，000円
〔発走状況〕 コアクマ号は，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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ヴェルサイユパーク号・キュリオスティー号・クレシェンテ号

00054 1月13日 晴 稍重 （26中山1）第5日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走12時45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

59 オアフライダー 牡4鹿 56 吉田 豊 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 タバタファーム 486＋ 41：55．3 13．3�
47 ナムラショウリ 牡4鹿 56 田辺 裕信奈村 信重氏 大和田 成 新ひだか 武 牧場 458＋ 41：55．4� 2．3�
713� シングンカイロス 牡5鹿 57 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 478＋ 21：55．61� 24．3�
612 グランデアリュール 牡4鹿 56 木幡 初広吉野 弘司氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 498＋101：55．81� 29．7�
611 ベルウッドテラス 牡4鹿 56 柴田 善臣鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 日高 オリオンファーム 506＋281：55．9クビ 8．6�
35 コスモマイギフト 牡5黒鹿57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 浦河 日田牧場 B506＋161：56．0� 15．1	
714 ケイアイホクトセイ 牡4鹿 56 内田 博幸亀田 和弘氏 和田 正道 新ひだか 松田牧場 514＋12 〃 ハナ 10．5

48 アンルーリー 牝4鹿 54 蛯名 正義ディアレスト 高木 登 新ひだか 八田ファーム 480± 01：56．1� 4．3�
510� ライズアゲイン 牡5鹿 57 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 496＋141：56．31� 70．6
816 サルジェンツチェリ 牡4芦 56 柴山 雄一加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 482＋101：56．4� 183．3�
24 キンショーキラ 牝5栗 55

52 ▲原田 和真礒野日出夫氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 492± 0 〃 アタマ 169．8�
11 フ ィ ア レ ス 牝5栗 55 丹内 祐次西森 道男氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 61：56．93 16．5�
12 シゲルホウオウザ 牡4鹿 56 後藤 浩輝森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 加藤牧場 472＋161：57．32� 42．0�
36 ル ー 牡4鹿 56

54 △杉原 誠人武田 茂男氏 大竹 正博 新ひだか 前田 宗将 458＋141：57．61	 22．2�
815 ピ ロ ポ 牝4鹿 54 勝浦 正樹畑佐 博氏 水野 貴広 新ひだか 沖田 博志 434＋121：58．87 84．4�

（15頭）
23 リアルエンブレム 牡4鹿 56 田中 博康 �サンデーレーシング 久保田貴士 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 532＋16 （競走除外）

売 得 金
単勝： 31，373，800円 複勝： 54，637，400円 枠連： 20，800，900円
馬連： 70，033，600円 馬単： 41，124，600円 ワイド： 33，992，100円
3連複： 90，532，300円 3連単： 144，412，300円 計： 486，907，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 320円 � 130円 � 480円 枠 連（4－5） 840円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 4，500円

ワ イ ド �� 550円 �� 3，540円 �� 960円

3 連 複 ��� 11，070円 3 連 単 ��� 76，730円

票 数

単勝票数 差引計 313738（返還計 5781） 的中 � 18672（5番人気）
複勝票数 差引計 546374（返還計 4745） 的中 � 36468（6番人気）� 161653（1番人気）� 22299（8番人気）
枠連票数 差引計 208009（返還計 71） 的中 （4－5） 18331（6番人気）
馬連票数 差引計 700336（返還計 13350） 的中 �� 40786（4番人気）
馬単票数 差引計 411246（返還計 7921） 的中 �� 6753（14番人気）
ワイド票数 差引計 339921（返還計 8030） 的中 �� 16160（4番人気）�� 2225（41番人気）�� 8748（10番人気）
3連複票数 差引計 905323（返還計 30144） 的中 ��� 6038（41番人気）
3連単票数 差引計1444123（返還計 50073） 的中 ��� 1389（235番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―13．0―13．1―12．3―12．5―13．0―13．3―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―37．7―50．8―1：03．1―1：15．6―1：28．6―1：41．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オアフライダー �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．11．25 東京3着

2010．4．23生 牡4鹿 母 ハ レ ク ラ ニ 母母 エリモエクセル 15戦2勝 賞金 27，020，000円
〔競走除外〕 リアルエンブレム号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻3分遅延。
※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 ポークチョップ号・リライブナカヤマ号



00055 1月13日 晴 稍重 （26中山1）第5日 第7競走 ��
��2，400�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
2：28．8
2：28．6

重
不良

47 � マックスロノ 牡5栗 57 F．ベリー 田所 英子氏 高柳 瑞樹 日高 天羽牧場 B494± 02：37．4 4．9�
（愛）

816	 ヒシサイレンス 牡4黒鹿56 江田 照男阿部 雅英氏 小笠 倫弘 米 Masa-
ichiro Abe 466－ 22：38．25 96．3�

11 ガッテンキャンパス 牡5鹿 57 柴田 善臣栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 上村 清志 460＋ 82：38．73 314．4�
23 メイスンキャプテン 牡5栗 57 丹内 祐次梅村 浩氏 岩戸 孝樹 日高 木村牧場 504± 02：38．8
 7．0�
611 バ ン ク シ ー 牡4鹿 56

54 △杉原 誠人渡邊 隆氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 474± 02：38．9クビ 28．5�
714� カンタベリーナイト 牡5鹿 57 戸崎 圭太峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 B508＋ 22：39．1
 4．3�
510 ワールドレーヴ 牡4黒鹿56 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 472＋ 62：39．73� 9．7	
35 ジャストザシーズン 牡7鹿 57 石橋 脩ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 青森 荒谷牧場 486＋16 〃 クビ 198．9

24 コ ウ ジ ョ ウ 牡4栗 56 横山 義行小菅 定雄氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 514＋ 82：39．8� 31．6�
48 � ホクレアポパイ �5黒鹿57 三浦 皇成萱場 博史氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 430± 02：39．9クビ 56．4�
713 ポッドフェローズ 牡4鹿 56 北村 宏司小川眞査雄氏 大竹 正博 新冠 村田牧場 482± 0 〃 ハナ 6．8
612� フォンテーヌブロー 牡6黒鹿57 丸山 元気村野 康司氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 518＋ 42：40．85 53．5�
36 アプリコーゼ 牡5黒鹿57 田中 勝春 �キャロットファーム 木村 哲也 日高 待兼牧場 538＋102：41．22� 13．6�
815 イルポスティーノ 牡5栗 57 田辺 裕信 �サンデーレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 506＋102：41．62� 5．6�
59 デルマカマイタチ 牡4黒鹿56 大野 拓弥浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム B506＋ 82：43．09 86．3�
12 � メ イ ユ ー ル 牝5芦 55

54 ☆横山 和生�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 468＋102：47．9大差 21．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，005，700円 複勝： 51，366，100円 枠連： 24，501，300円
馬連： 76，399，000円 馬単： 38，838，900円 ワイド： 32，745，700円
3連複： 92，903，600円 3連単： 142，693，400円 計： 487，453，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 230円 � 2，350円 � 8，460円 枠 連（4－8） 1，330円

馬 連 �� 24，590円 馬 単 �� 35，880円

ワ イ ド �� 7，200円 �� 21，980円 �� 96，670円

3 連 複 ��� 1，672，270円 3 連 単 ��� 3，900，290円

票 数

単勝票数 計 280057 的中 � 45332（2番人気）
複勝票数 計 513661 的中 � 75522（2番人気）� 5060（14番人気）� 1369（16番人気）
枠連票数 計 245013 的中 （4－8） 13628（5番人気）
馬連票数 計 763990 的中 �� 2293（54番人気）
馬単票数 計 388389 的中 �� 799（94番人気）
ワイド票数 計 327457 的中 �� 1125（60番人気）�� 366（90番人気）�� 83（120番人気）
3連複票数 計 929036 的中 ��� 41（511番人気）
3連単票数 計1426934 的中 ��� 27（2399番人気）

ハロンタイム 13．1―11．1―12．7―14．2―14．2―14．3―13．7―12．5―12．2―12．7―13．1―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．1―24．2―36．9―51．1―1：05．3―1：19．6―1：33．3―1：45．8―1：58．0―2：10．7―2：23．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→」 上り4F51．6―3F39．4
1
�

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

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

�マックスロノ �
�
父 アルカセット �

�
母父 ヘクタープロテクター

2009．3．8生 牡5栗 母 マックスロゼ 母母 マツクスドリーマー 17戦1勝 賞金 17，660，000円
初出走 JRA

〔その他〕 メイユール号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 メイユール号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26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 フュージリア号
※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。

00056 1月13日 晴 稍重 （26中山1）第5日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時50分 （ダート・右）

牝，1000万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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
1：48．5
1：47．8

重
重

59 ブルーチッパー 牝4鹿 54 内田 博幸青山 洋一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 472± 01：54．8 1．9�
24 ファーマジェンヌ 牝5黒鹿55 松岡 正海中西 功氏 谷原 義明 浦河 オンワード牧場 504＋121：55．75 129．1�
714 クローバーリーフ 牝6鹿 55 F．ベリー 吉田 勝己氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 468± 01：55．8クビ 7．4�

（愛）

816 スペクトロライト 牝4鹿 54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 474＋10 〃 クビ 12．8�
47 オーシュペール 牝5鹿 55 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 488＋221：55．9クビ 14．5	
36 アグネスダリム 牝5栗 55 三浦 皇成渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 456－ 21：56．0� 13．3

510 ゴールウェイ 牝5鹿 55 田中 勝春吉田 和美氏 栗田 徹 洞�湖 メジロ牧場 474＋12 〃 ハナ 99．8�
23 サマーティアラ 牝6青鹿55 勝浦 正樹セゾンレースホース� 田島 俊明 新冠 飛渡牧場 446－ 6 〃 ハナ 73．3�
612 クラリティーエス 牝4青鹿54 吉田 豊吉田 照哉氏 松山 康久 千歳 社台ファーム 486＋ 61：56．1� 10．5
611	 ミラグロッサ 牝6栗 55 松山 弘平 �社台レースホース庄野 靖志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494－101：56．2� 21．8�
12 アドマイヤイチバン 牝4青鹿54 北村 宏司近藤 利一氏 戸田 博文 日高 シンボリ牧場 474＋ 61：56．51� 22．3�
713 モンシュシュ 牝4鹿 54 蛯名 正義 �グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 488－10 〃 ハナ 10．2�
11 	 ラゴディラゴライ 牝4鹿 54 後藤 浩輝佐藤 則子氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 472＋ 81：56．6� 53．9�
48 ツインエンジェルズ 牝6青 55 村田 一誠吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 454± 0 〃 アタマ 122．1�
815 ハヤブサペコチャン 牝4栗 54 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B460－ 21：56．91� 56．3�
35 	 ニュースター 牝6黒鹿55 西村 太一�中山牧場 尾形 和幸 浦河 中山牧場 516± 01：58．07 218．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，152，200円 複勝： 74，406，200円 枠連： 30，561，100円
馬連： 98，864，500円 馬単： 60，439，600円 ワイド： 48，552，500円
3連複： 128，601，500円 3連単： 215，404，300円 計： 697，981，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 1，320円 � 220円 枠 連（2－5） 4，130円

馬 連 �� 11，720円 馬 単 �� 14，700円

ワ イ ド �� 2，940円 �� 300円 �� 8，100円

3 連 複 ��� 21，400円 3 連 単 ��� 124，980円

票 数

単勝票数 計 411522 的中 � 176642（1番人気）
複勝票数 計 744062 的中 � 278564（1番人気）� 8510（14番人気）� 76573（2番人気）
枠連票数 計 305611 的中 （2－5） 5472（15番人気）
馬連票数 計 988645 的中 �� 6226（35番人気）
馬単票数 計 604396 的中 �� 3036（42番人気）
ワイド票数 計 485525 的中 �� 3717（35番人気）�� 48501（1番人気）�� 1325（65番人気）
3連複票数 計1286015 的中 ��� 4435（66番人気）
3連単票数 計2154043 的中 ��� 1272（343番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―37．9―50．7―1：03．1―1：15．5―1：28．2―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブルーチッパー �
�
父 ボーナスフィーバー �

�
母父 Tiznow デビュー 2013．2．16 京都2着

2010．3．14生 牝4鹿 母 ペ ケ ジ ェ イ 母母 スイートテイスト 9戦3勝 賞金 32，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ファストソング号
※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。



00057 1月13日 晴 稍重 （26中山1）第5日 第9競走 ��
��1，200�

しょうしゅん

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

賞 品
本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

11 ピオニエトウショウ 牝5鹿 55 丸田 恭介トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 440± 01：11．2 47．6�
48 � フェアエレン 牝5栗 55 蛯名 正義前田 幸治氏 小笠 倫弘 米 WinStar

Farm LLC 486＋ 8 〃 クビ 8．6�
611�	 クールヴェント 牡6鹿 57 G．ブノワ 櫻井 盛夫氏 久保田貴士 米 Grade1

Bloodstock Inc. 520＋ 21：11．3クビ 116．1�
（仏）

12 マックスガイ 牡5青鹿57 柴田 善臣平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 モリナガファーム B478＋ 2 〃 ハナ 3．1�
47 タッチシタイ 牡4栗 56 戸崎 圭太小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 486－ 21：11．4
 10．1�
23 ヘアーオブザドッグ 牡5鹿 57 松岡 正海平賀 久枝氏 鈴木 康弘 浦河 鎌田 正嗣 524＋101：11．72 87．2	
59 テイクエイム 牡7鹿 57 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 浦河 ヒダカフアーム 464＋ 6 〃 ハナ 44．0

714 キンシザイル 牡5鹿 57 内田 博幸若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 谷岡 正次 490＋ 4 〃 同着 16．7�
510 クレバーアポロ 牡5栗 57 田辺 裕信 �ウエスタンファーム 小西 一男 むかわ 上水牧場 502＋101：11．8� 35．3�
815 ラフジェントリー 牡4黒鹿56 三浦 皇成今西 和雄氏 北出 成人 日高 合資会社カ

ネツ牧場 B484＋ 81：12．54 12．7
612 エターナルスター 牝4栗 54 津村 明秀下河�行雄氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 488± 01：12．6
 83．3�
24 ミヤビリファイン 牡5青鹿57 吉田 豊村上 義勝氏 大久保洋吉 新ひだか 高橋 修 512＋ 21：12．7クビ 22．8�
713 シゲルシゲザネ 牡7鹿 57 F．ベリー 森中 蕃氏 藤沢 則雄 日高 出口牧場 482± 01：13．33� 46．4�

（愛）

816 タニセンジャッキー 牡5鹿 57 中舘 英二染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 482－ 2 〃 ハナ 12．8�
35 � アンバウンド 牝5栗 55 北村 宏司�大樹ファーム 大竹 正博 米 Colts Neck

Stables, LLC. 478＋ 81：13．51� 3．3�
36 タマニューホープ 牡8鹿 57 石橋 脩玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 486＋ 4 （競走中止） 50．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，089，400円 複勝： 86，522，700円 枠連： 41，533，600円
馬連： 138，780，200円 馬単： 78，666，900円 ワイド： 63，713，700円
3連複： 181，612，300円 3連単： 300，957，100円 計： 936，875，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，760円 複 勝 � 960円 � 320円 � 2，960円 枠 連（1－4） 650円

馬 連 �� 17，640円 馬 単 �� 38，730円

ワ イ ド �� 4，710円 �� 21，970円 �� 13，250円

3 連 複 ��� 378，620円 3 連 単 ��� 2，337，970円

票 数

単勝票数 計 450894 的中 � 7472（12番人気）
複勝票数 計 865227 的中 � 22674（9番人気）� 82301（3番人気）� 6944（16番人気）
枠連票数 計 415336 的中 （1－4） 47851（2番人気）
馬連票数 計1387802 的中 �� 5807（44番人気）
馬単票数 計 786669 的中 �� 1499（91番人気）
ワイド票数 計 637137 的中 �� 3353（45番人気）�� 710（107番人気）�� 1180（87番人気）
3連複票数 計1816123 的中 ��� 354（413番人気）
3連単票数 計3009571 的中 ��� 95（2358番人気）

ハロンタイム 12．1―10．3―11．1―12．2―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．4―33．5―45．7―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピオニエトウショウ �
�
父 デュランダル �

�
母父 Nureyev デビュー 2012．3．17 中山3着

2009．6．11生 牝5鹿 母 キートウショウ 母母 Key Up 17戦3勝 賞金 40，385，000円
〔競走中止〕 タマニューホープ号は，競走中に疾病〔右第1指関節脱臼〕を発症したため4コーナーで競走中止。
〔制裁〕 フェアエレン号の騎手蛯名正義は，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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 デルマネコムスメ号
（非抽選馬） 4頭 アランルース号・チャンピオンヤマト号・ハナズインパルス号・ブロックコード号
※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。

00058 1月13日 晴 良 （26中山1）第5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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：29．5

良
良

56 マイネルジェイド 牡4鹿 56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田 正道 新冠 コスモヴューファーム 460＋ 42：36．3 5．6�

710 ヴァーゲンザイル �6黒鹿57 三浦 皇成 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 456＋ 2 〃 ハナ 14．7�
67 	 グランデスバル 牡6栗 57 杉原 誠人 �グランデオーナーズ 星野 忍 浦河 鵜木 唯義 490－ 2 〃 クビ 23．3�
79 マイネルアイザック 牡5黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 458± 02：36．4クビ 8．1�
812 クリールカイザー 牡5栗 57 吉田 豊横山 修二氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 486＋ 6 〃 アタマ 3．4	
68 マイネルメダリスト 牡6鹿 57 蛯名 正義 �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 B500＋122：36．61
 5．1

55 ガ チ バ ト ル 牡4栗 56 田中 勝春吉田喜代司氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 466＋ 82：36．7� 5．6�
33 リ ベ ル タ ス 牡6鹿 57 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 508＋ 4 〃 ハナ 16．6�
811 シンボリボルドー 牡7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 464＋ 42：36．91� 204．3
11 ス ノ ー ド ン 牡5黒鹿57 大野 拓弥 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490＋142：37．0クビ 38．6�
22 ネオブラックダイヤ 牡6青鹿57 北村 宏司小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502＋ 42：37．1� 47．1�
44  リリエンタール 牡7鹿 57 G．ブノワ 山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 T. Yoshida 448＋14 〃 クビ 15．8�

（仏）

（12頭）

売 得 金
単勝： 48，331，500円 複勝： 85，872，300円 枠連： 36，318，200円
馬連： 154，070，200円 馬単： 80，919，000円 ワイド： 61，312，900円
3連複： 194，914，700円 3連単： 352，200，700円 計： 1，013，939，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 230円 � 370円 � 580円 枠 連（5－7） 810円

馬 連 �� 5，070円 馬 単 �� 8，850円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 1，460円 �� 4，140円

3 連 複 ��� 25，460円 3 連 単 ��� 147，770円

票 数

単勝票数 計 483315 的中 � 68679（4番人気）
複勝票数 計 858723 的中 � 111974（4番人気）� 59858（6番人気）� 35010（9番人気）
枠連票数 計 363182 的中 （5－7） 33152（4番人気）
馬連票数 計1540702 的中 �� 22445（21番人気）
馬単票数 計 809190 的中 �� 6755（37番人気）
ワイド票数 計 613129 的中 �� 9303（21番人気）�� 10513（20番人気）�� 3571（44番人気）
3連複票数 計1949147 的中 ��� 5652（83番人気）
3連単票数 計3522007 的中 ��� 1759（456番人気）

ハロンタイム 7．4―11．9―12．9―12．5―12．9―14．0―12．4―12．4―11．6―11．8―12．0―11．8―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．4―19．3―32．2―44．7―57．6―1：11．6―1：24．0―1：36．4―1：48．0―1：59．8―2：11．8―2：23．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルジェイド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2012．7．1 函館5着

2010．5．3生 牡4鹿 母 マイネディアマンテ 母母 プリンセスエイブル 17戦4勝 賞金 49，463，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ジャングルハヤテ号・レオプログレス号
※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。

２レース目



00059 1月13日 晴 良 （26中山1）第5日 第11競走 ��
��1，600�第30回フェアリーステークス（ＧⅢ）

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

賞 品
本 賞 34，000，000円 14，000，000円 8，500，000円 5，100，000円 3，400，000円
付 加 賞 588，000円 168，000円 84，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

47 オメガハートロック 牝3黒鹿54 戸崎 圭太原 	子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 456－ 41：36．3 4．4�
815 ニシノアカツキ 牝3栗 54 G．ブノワ 西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 高昭牧場 456± 0 〃 クビ 27．2�

（仏）

23 リラヴァティ 牝3黒鹿54 蛯名 正義 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 438－ 81：36．4クビ 8．4�
24 エクセレントビュー 牝3青鹿54 内田 博幸有限会社シルク高柳 瑞樹 日高 天羽牧場 460＋ 41：36．5
 8．8�
59 イントロダクション 牝3栗 54 北村 宏司 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 428＋ 2 〃 ハナ 6．2�
611 アンジュデュバン 牝3黒鹿54 横山 典弘後藤 英成氏 武市 康男 日高 荒井ファーム 444＋ 2 〃 ハナ 35．0	
11 シ ー ロ ア 牝3栗 54 柴田 善臣 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム 478－ 8 〃 クビ 10．7

714 ル ナ レ デ ィ 牝3黒鹿54 吉田 豊村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 中田 英樹 484－ 81：36．71 43．7�
510 ケンタッキーミント 牝3青鹿54 田中 勝春長谷川清英氏 鹿戸 雄一 新ひだか 桜井牧場 456－141：36．8
 18．9�
36 グリサージュ 牝3芦 54 江田 照男吉田 哲哉氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 476＋ 2 〃 アタマ 4．6
612 スイートガーデン 牝3鹿 54 三浦 皇成田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 落合 一巳 476－ 6 〃 ハナ 33．4�
35 デルマサリーチャン 牝3鹿 54 勝浦 正樹浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 458± 01：36．9クビ 94．0�
12 マリーズケイ 牝3鹿 54 柴田 大知冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田 陽介 472± 0 〃 クビ 48．8�
713 ホットランナー 牝3栗 54 石橋 脩山田 和正氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 494－ 21：37．11� 13．3�
48 マ ユ キ 牝3栗 54 後藤 浩輝�LS.M 森 秀行 新ひだか タガミファーム 456＋161：37．2
 22．5�
816 チャプレット 牝3黒鹿54 津村 明秀島田 久氏 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム 458－ 21：38．15 140．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 135，072，800円 複勝： 196，001，300円 枠連： 127，923，400円
馬連： 570，569，600円 馬単： 279，680，200円 ワイド： 190，229，400円
3連複： 894，151，200円 3連単： 1，579，088，700円 計： 3，972，716，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 200円 � 640円 � 290円 枠 連（4－8） 4，610円

馬 連 �� 9，130円 馬 単 �� 13，520円

ワ イ ド �� 2，740円 �� 840円 �� 3，450円

3 連 複 ��� 22，500円 3 連 単 ��� 132，210円

票 数

単勝票数 計1350728 的中 � 245186（1番人気）
複勝票数 計1960013 的中 � 310310（2番人気）� 67030（9番人気）� 177865（4番人気）
枠連票数 計1279234 的中 （4－8） 20499（20番人気）
馬連票数 計5705696 的中 �� 46164（34番人気）
馬単票数 計2796802 的中 �� 15273（55番人気）
ワイド票数 計1902294 的中 �� 16792（35番人気）�� 58382（6番人気）�� 13220（44番人気）
3連複票数 計8941512 的中 ��� 29335（76番人気）
3連単票数 計15790887 的中 ��� 8815（423番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．1―36．1―48．1―1：00．4―1：12．6―1：24．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．2―3F35．9

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

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

オメガハートロック �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2013．11．3 東京1着

2011．2．15生 牝3黒鹿 母 オメガアイランド 母母 アイリッシュダンス 2戦2勝 賞金 41，588，000円
〔制裁〕 オメガハートロック号の騎手戸崎圭太は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番・16番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 ヴァンデミエール号・シニョリーナ号・タカラジャンヌ号・ニシノミチシルベ号・フリュクティドール号・

ペイシャフェリス号・ムードスウィングス号・ワイレアワヒネ号
※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。

00060 1月13日 晴 良 （26中山1）第5日 第12競走 ��
��2，200�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （芝・右・外）
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
2：10．1
2：10．0

良
良

713 エバーグリーン 牡6青 57 横山 典弘吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 502－ 22：16．3 3．0�
814 カムイミンタラ 牡4鹿 56 勝浦 正樹 �社台レースホース高木 登 千歳 社台ファーム 498± 02：16．4� 7．4�
22 ブライトボーイ 牡5鹿 57 吉田 豊古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 484＋ 82：16．61 13．1�
712 マイネルクレイズ 牡4黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ハシモトフアーム 488＋ 42：16．7	 47．8�
611 アンブリッジローズ 牡4鹿 56

55 ☆横山 和生 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 448＋12 〃 クビ 33．9	
46 ルイーザシアター 牡6鹿 57 田辺 裕信 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 506－ 42：16．91� 6．2

815 リキサンイレブン 牡5黒鹿57 黛 弘人 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 522－ 4 〃 アタマ 31．5�
11 ヒカルエリントン 牡4鹿 56 田中 勝春髙橋 京子氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 528＋ 82：17．0� 8．2�
59 ブリリアントダンス 牡4鹿 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 492＋ 22：17．1� 29．1
34 ウインデスティニー 牡4栗 56 大野 拓弥�ウイン 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム 436－ 62：17．2� 189．2�
58 ミライヘノカゼ 牡5鹿 57 丸田 恭介三島 宣彦氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 480＋ 2 〃 クビ 20．7�
35 マンインザムーン 牡4芦 56 G．ブノワ �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 506＋102：17．41 4．6�

（仏）

23 
 アポロドーロス 牡5鹿 57 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 前田 宗将 486＋ 2 〃 ハナ 176．1�
47 ロ ジ キ ン グ 牡4栗 56 松岡 正海久米田正明氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 504－202：17．5	 95．3�
610
 インキュベーター 牡4鹿 56 北村 宏司吉澤 克己氏 相沢 郁 日高 下河辺牧場 B502＋182：18．35 50．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 55，085，100円 複勝： 82，746，900円 枠連： 38，982，000円
馬連： 162，586，800円 馬単： 86，692，000円 ワイド： 65，398，400円
3連複： 207，444，000円 3連単： 381，207，600円 計： 1，080，142，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 240円 � 350円 枠 連（7－8） 710円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 450円 �� 840円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 3，930円 3 連 単 ��� 13，360円

票 数

単勝票数 計 550851 的中 � 148564（1番人気）
複勝票数 計 827469 的中 � 173107（1番人気）� 87992（5番人気）� 52325（6番人気）
枠連票数 計 389820 的中 （7－8） 40816（1番人気）
馬連票数 計1625868 的中 �� 119638（3番人気）
馬単票数 計 866920 的中 �� 39152（3番人気）
ワイド票数 計 653984 的中 �� 38759（3番人気）�� 19045（9番人気）�� 9828（17番人気）
3連複票数 計2074440 的中 ��� 39008（11番人気）
3連単票数 計3812076 的中 ��� 21071（27番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―13．3―13．1―13．1―12．6―12．3―12．4―12．1―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．3―23．6―36．9―50．0―1：03．1―1：15．7―1：28．0―1：40．4―1：52．5―2：04．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F35．9
1
3
・（9，10）5（6，8）（3，2）1（4，13）7（11，12）15，14
9（10，6）（5，2，8）1（3，7，13，12）4（11，14）15

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

勝馬の
紹 介

エバーグリーン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2011．4．23 京都5着

2008．3．9生 牡6青 母 ドライアッド 母母 オークツリー 25戦3勝 賞金 42，016，000円
※出走取消馬 コスモアウリンコ号（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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 ジェイケイネオ号・シンボリパソドブレ号・セプテントリオ号・ブライテストソード号
※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



（26中山1）第5日 1月13日 （祝日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重

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

238，940，000円
2，080，000円
6，380，000円
1，780，000円
21，820，000円
70，402，500円
5，082，000円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
544，162，000円
965，592，500円
418，847，900円
1，575，169，300円
874，921，800円
658，914，200円
2，221，983，600円
3，837，634，600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 11，097，225，900円

総入場人員 22，161名 （有料入場人員 20，303名）
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