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00097 1月26日 晴 良 （26中山1）第9日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時00分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

11 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 484－ 81：13．2 2．8�
59 キングガンホー 牡3鹿 56 F．ベリー Him Rock Racing 上原 博之 新冠 競優牧場 B464＋ 41：13．62� 26．5�

（愛）

47 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 494－ 2 〃 クビ 7．0�
611 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 470－ 21：13．7クビ 8．2�
815 パイメイメイ 牝3鹿 54 津村 明秀西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 466－ 21：13．91 67．0�
612 ブランドアオモリ 牡3鹿 56 三浦 皇成西村新一郎氏 天間 昭一 青森 一山育成牧場 B492± 01：14．43 10．5	
816 スペクタキュラー 牡3黒鹿56 G．ブノワ H.H．シェイク・モハメド 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502－ 4 〃 ハナ 3．4

（仏）

35 オキテスグメシ 牡3栗 56
53 ▲原田 和真福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 高橋 修 440＋ 21：14．61� 396．8�

36 グットノイズ 牡3鹿 56 後藤 浩輝小田 吉男氏 黒岩 陽一 新冠 競優牧場 494± 01：14．7� 27．9�
24 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 502－101：14．8� 16．5
714 ヴェアリアスサマー 牡3栗 56 北村 宏司小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 村中牧場 504＋14 〃 ハナ 22．5�
713 カヴァリエール �3鹿 56 西村 太一吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B482＋121：14．9� 33．5�
48 ジョージバジー 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 426± 01：15．11 661．3�
23 ニシノモリンガ 牡3栗 56 松岡 正海西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠 川上牧場 462＋ 61：15．41� 227．1�
12 ノックアバウト 牡3鹿 56 田中 博康吉田 和美氏 木村 哲也 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454＋ 41：15．5� 408．7�
510 フィアスゴッド 牡3栗 56 武士沢友治手嶋 康雄氏 松永 康利 浦河 村下農場 440－ 2 （競走中止） 302．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，929，400円 複勝： 47，859，300円 枠連： 15，601，800円
馬連： 61，489，600円 馬単： 40，008，700円 ワイド： 30，507，000円
3連複： 88，573，400円 3連単： 133，894，800円 計： 443，864，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 650円 � 190円 枠 連（1－5） 4，940円

馬 連 �� 5，250円 馬 単 �� 7，350円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 390円 �� 2，690円

3 連 複 ��� 8，030円 3 連 単 ��� 47，700円

票 数

単勝票数 計 259294 的中 � 75304（1番人気）
複勝票数 計 478593 的中 � 120887（1番人気）� 13323（8番人気）� 69386（3番人気）
枠連票数 計 156018 的中 （1－5） 2331（16番人気）
馬連票数 計 614896 的中 �� 8647（17番人気）
馬単票数 計 400087 的中 �� 4019（26番人気）
ワイド票数 計 305070 的中 �� 4400（19番人気）�� 22033（2番人気）�� 2603（29番人気）
3連複票数 計 885734 的中 ��� 8142（28番人気）
3連単票数 計1338948 的中 ��� 2072（142番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．9―12．9―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．9―47．8―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オータムラヴ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2013．11．3 東京2着

2011．4．18生 牡3黒鹿 母 ウインクセレネ 母母 リンネスプレンテイ 5戦1勝 賞金 10，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔競走中止〕 フィアスゴッド号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため3コーナー通過後に競走中止。
〔その他〕 ブランドアオモリ号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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 ヤマタケカントウ号
※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。

00098 1月26日 晴 良 （26中山1）第9日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時30分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

714 クラシックメタル 牡3鹿 56 田中 勝春吉田 勝己氏 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 492＋ 41：58．1 4．6�
612 バルコドール 牡3鹿 56 宮崎 北斗桐谷 茂氏 堀井 雅広 新ひだか 小林 嘉弘 B442＋ 41：58．31 20．5�
11 フクノブリューナク 牡3栗 56 松岡 正海福島 実氏 高橋 文雅 新ひだか 米田 和子 486－ 41：59．04 36．6�
815 シュタインベルガー 牡3青鹿56 F．ベリー �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 512± 01：59．31� 5．2�

（愛）

611 ノースエット 牡3黒鹿56 石橋 脩平賀 久枝氏 小笠 倫弘 浦河 鎌田 正嗣 514－ 21：59．4クビ 7．8�
48 マウントマズル 牡3鹿 56 柴田 善臣中沢 春吉氏 浅野洋一郎 浦河 細道牧場 476＋ 61：59．61 9．3	
47 クラウンデピュティ 牡3芦 56 後藤 浩輝矢野 恭裕氏 金成 貴史 新ひだか 高橋 修 486＋ 22：00．02� 3．7

36 ランデックハーツ 牝3鹿 54 江田 照男簗田 満氏 高市 圭二 千歳 社台ファーム 488－ 82：00．1クビ 96．8�
713 デルマフクゾウ 牡3栗 56 二本柳 壮浅沼 廣幸氏 武市 康男 日高 ファニーヒルファーム 472－ 42：00．2� 259．6�
24 ミヤビアンバー 牡3鹿 56 吉田 豊村上 義勝氏 大久保洋吉 浦河 金石牧場 496＋ 42：00．3クビ 6．3
510 エンジェルフォース 牝3鹿 54 北村 宏司 M・

Kenichiホールディング� 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 438± 0 〃 アタマ 22．4�
59 ファインクリスエス 牡3黒鹿56 三浦 皇成井山 登氏 矢野 英一 新冠 岩見牧場 B466± 02：00．93� 50．7�
12 フ ユ ハ ナ ビ 牡3鹿 56 木幡 初広大久保與志雄氏 杉浦 宏昭 新冠 競優牧場 446± 02：01．0� 405．1�
816 ビックナダディー 牡3鹿 56 武士沢友治平本 敏夫氏 加藤 和宏 浦河 絵笛牧場 B472－ 42：01．31� 389．6�
23 コスモアズライト 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 日高 山際 辰夫 506－ 22：01．51	 221．1�
35 リネンプルーフ 
3栗 56 大野 拓弥戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 嶋田牧場 482－ 62：03．2大差 60．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，284，900円 複勝： 39，741，600円 枠連： 16，838，200円
馬連： 55，145，000円 馬単： 34，175，400円 ワイド： 25，581，100円
3連複： 70，186，400円 3連単： 100，561，800円 計： 365，514，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 190円 � 420円 � 930円 枠 連（6－7） 1，610円

馬 連 �� 4，050円 馬 単 �� 7，190円

ワ イ ド �� 1，520円 �� 2，670円 �� 4，340円

3 連 複 ��� 31，130円 3 連 単 ��� 156，580円

票 数

単勝票数 計 232849 的中 � 40761（2番人気）
複勝票数 計 397416 的中 � 68587（2番人気）� 23067（7番人気）� 9387（9番人気）
枠連票数 計 168382 的中 （6－7） 7758（8番人気）
馬連票数 計 551450 的中 �� 10055（18番人気）
馬単票数 計 341754 的中 �� 3511（30番人気）
ワイド票数 計 255811 的中 �� 4235（19番人気）�� 2349（32番人気）�� 1432（40番人気）
3連複票数 計 701864 的中 ��� 1664（87番人気）
3連単票数 計1005618 的中 ��� 474（440番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―13．3―14．2―13．6―12．9―13．2―13．1―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―37．8―52．0―1：05．6―1：18．5―1：31．7―1：44．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．5―3F39．6
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

クラシックメタル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．30 中山14着

2011．4．19生 牡3鹿 母 ネオクラシック 母母 バレークイーン 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔制裁〕 バルコドール号の騎手宮崎北斗は，4コーナーでの御法（鞭の使用）について戒告。

バルコドール号の騎手宮崎北斗は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：16番・7番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リネンプルーフ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年2月26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。

第１回 中山競馬 第９日



00099 1月26日 晴 良 （26中山1）第9日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時00分 （ダート・右）

牝，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

59 キャレモンショコラ 牝3鹿 54 北村 宏司吉田 和美氏 木村 哲也 日高 広中 稔 484 ―1：13．4 3．7�
510 デルマノママナノダ 牝3鹿 54 武士沢友治浅沼 廣幸氏 浅野洋一郎 千歳 社台ファーム 480 ―1：13．61� 8．0�
714 ダイワコンシード 牝3鹿 54 後藤 浩輝大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか 服部 牧場 490 ―1：13．91� 5．5�
48 マリオンフォンテン 牝3黒鹿54 木幡 初広吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 448 ―1：14．75 94．5�
36 モ ナ ル ダ 牝3黒鹿54 丸田 恭介�Basic 土田 稔 新冠 佐藤 信広 454 ―1：14．8クビ 5．8�
815 ベルモントビーナス 牝3青鹿54 高倉 稜 	ベルモントファーム和田正一郎 新冠 ベルモント

ファーム 428 ― 〃 クビ 23．0

11 ワッグルダンス 牝3栗 54 柴田 大知 	キャロットファーム 伊藤 大士 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444 ―1：14．9クビ 5．7�
816 リトルスカッシュ 牝3鹿 54 田中 博康	ターフ・スポート二ノ宮敬宇 新ひだか タイヘイ牧場 430 ― 〃 クビ 40．5�
612 ナイスエモーション 牝3鹿 54 田中 勝春吉野 弘司氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 406 ―1：15．11 55．0
713 サンアグライア 牝3鹿 54 吉田 豊ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 平取 高橋 幸男 476 ―1：16．27 19．1�
47 ダイワゴージャス 牝3栗 54 石橋 脩大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 432 ―1：16．52 18．0�
23 メデューサノヒトミ 牝3鹿 54 山本 康志千葉 正人氏 清水 英克 新ひだか 村上牧場 474 ―1：16．6クビ 23．2�
35 カイトウショウジョ 牝3黒鹿54 西村 太一ホースアディクト杉浦 宏昭 平取 スガタ牧場 462 ―1：16．7� 14．5�
24 ティエスヴァレー 牝3芦 54 二本柳 壮田畑 利彦氏 石栗 龍彦 新ひだか 片岡 博 420 ― 〃 クビ 172．1�
12 ケラウズランブラ 牝3栗 54 村田 一誠阿部 幸暉氏 大和田 成 新冠 樋渡 信義 446 ―1：16．8� 192．0�
611 シ ゲ ル ミ ノ 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真森中 蕃氏 武市 康男 新ひだか 漆原 武男 434 ―1：17．86 192．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，509，700円 複勝： 33，164，000円 枠連： 18，342，500円
馬連： 48，498，600円 馬単： 29，403，600円 ワイド： 22，634，100円
3連複： 59，265，200円 3連単： 83，645，700円 計： 316，463，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 210円 � 180円 枠 連（5－5） 2，020円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 3，180円

ワ イ ド �� 540円 �� 390円 �� 690円

3 連 複 ��� 3，490円 3 連 単 ��� 17，760円

票 数

単勝票数 計 215097 的中 � 46165（1番人気）
複勝票数 計 331640 的中 � 62017（1番人気）� 38954（4番人気）� 47634（3番人気）
枠連票数 計 183425 的中 （5－5） 6730（9番人気）
馬連票数 計 484986 的中 �� 19376（5番人気）
馬単票数 計 294036 的中 �� 6830（7番人気）
ワイド票数 計 226341 的中 �� 10204（3番人気）�� 15474（2番人気）�� 7744（6番人気）
3連複票数 計 592652 的中 ��� 12558（6番人気）
3連単票数 計 836457 的中 ��� 3476（28番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―12．3―12．9―12．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―35．7―48．6―1：01．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．7
3 10（14，16）15（8，13）（12，9）11－6－（7，1）2（4，3）＝5 4 ・（10，14）15（8，16，9）－（12，13）（6，1）11－（7，3）（2，4）－5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

キャレモンショコラ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ジョリーズヘイロー 初出走

2011．5．2生 牝3鹿 母 スウィートダンス 母母 スウィートステップ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の21頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）21頭 カザハナ号・カリビアンロマンス号・キネオパピヨン号・キープレイヤー号・コートリーラッシュ号・

サキノローラローラ号・ジギースンナー号・デンコウビリオネア号・テンテマリ号・トウカイセンス号・
トーアコナユキ号・ナスノケリー号・ニシノサヤ号・ノルウェーノモリ号・ピュアバンビーノ号・
ブライティアスワン号・ブロンズテーラー号・ペイグラブル号・モンサンアルビレオ号・ラフィンテール号・
ルリジューズ号

00100 1月26日 晴 良 （26中山1）第9日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時30分 （ダート・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

815 アドマイヤダリヤ 牡3鹿 56 戸崎 圭太近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 538 ―1：59．6 4．5�
816 スカイダイヴァー 牡3黒鹿56 G．ブノワ 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 522 ―1：59．91� 8．7�
（仏）

24 エンリルバローズ 牡3鹿 56 北村 宏司猪熊 広次氏 牧 光二 新ひだか タイヘイ牧場 480 ― 〃 ハナ 3．2�
510 レンブラント 牡3黒鹿56 松岡 正海田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 478 ―2：00．0クビ 13．0�
48 クインズエッセンス �3鹿 56 柴田 大知 �クイーンズ・ランチ 池上 昌弘 新ひだか 松田牧場 474 ―2：00．1� 51．7�
714 コージャラティ 牡3鹿 56 F．ベリー 池谷 誠一氏 菊沢 隆徳 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488 ―2：00．2	 15．1	
（愛）

11 レアメイキング 牡3鹿 56 田中 勝春有限会社シルク小笠 倫弘 日高 メイプルファーム 488 ―2：00．62	 53．6

35 ブラウンサターン 牡3青鹿56 津村 明秀キャピタルクラブ 小西 一男 新冠 北星村田牧場 462 ―2：00．81
 13．1�
611 ノ ア ポ ル テ 牝3鹿 54 武士沢友治佐山 公男氏 堀井 雅広 新ひだか 水上 習孝 442 ― 〃 クビ 42．1�
612 セイントパール 牝3栗 54 田中 博康河村 平氏 萱野 浩二 浦河 多田 善弘 496 ―2：00．9	 83．8�
12 ビビッドレッド 牡3黒鹿56 岩部 純二武田 茂男氏 萱野 浩二 浦河 まるとみ冨岡牧場 470 ―2：01．0	 18．4�
47 トーセンパシュート 牡3鹿 56 横山 典弘島川 哉氏 鈴木 康弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 530 ― 〃 クビ 5．9�
713 ラモンターニュ 牝3鹿 54 C．ルメール�富田牧場 栗田 徹 浦河 富田牧場 474 ―2：02．610 21．6�

（仏）

23 グッドマッチ 牡3鹿 56 吉田 豊窪田 康志氏 田島 俊明 新ひだか 武 牧場 486 ―2：03．45 119．6�
59 ドラゴンミニストロ 牡3黒鹿56 丸田 恭介窪田 康志氏 栗田 徹 新ひだか 野坂牧場 462 ―2：03．5クビ 29．7�
36 ラ リ ホ ー 牝3青鹿54 嘉藤 貴行小田切 光氏 黒岩 陽一 日高 山本 通則 500 ―2：04．35 252．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，738，100円 複勝： 36，077，100円 枠連： 19，498，000円
馬連： 51，875，100円 馬単： 31，995，100円 ワイド： 23，210，300円
3連複： 64，511，000円 3連単： 96，496，200円 計： 346，400，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 260円 � 140円 枠 連（8－8） 1，970円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 3，010円

ワ イ ド �� 560円 �� 390円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，990円 3 連 単 ��� 13，520円

票 数

単勝票数 計 227381 的中 � 40129（2番人気）
複勝票数 計 360771 的中 � 59715（2番人気）� 29107（4番人気）� 83041（1番人気）
枠連票数 計 194980 的中 （8－8） 7325（9番人気）
馬連票数 計 518751 的中 �� 20681（5番人気）
馬単票数 計 319951 的中 �� 7859（7番人気）
ワイド票数 計 232103 的中 �� 10033（3番人気）�� 15560（1番人気）�� 8427（5番人気）
3連複票数 計 645110 的中 ��� 23962（2番人気）
3連単票数 計 964962 的中 ��� 5271（15番人気）

ハロンタイム 12．8―12．0―14．3―14．7―13．7―12．5―13．4―12．9―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．8―39．1―53．8―1：07．5―1：20．0―1：33．4―1：46．3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤダリヤ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Sadler’s Wells 初出走

2011．2．15生 牡3鹿 母 クルナコーヴァ 母母 Bermuda Classic 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の17頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）17頭 アマルゴ号・アントファガスタ号・イングリデント号・エーブリンカーン号・キタノナガレボシ号・

グランミリュー号・コンフォータブル号・ゴールデントラック号・トウカイフリート号・トーホウビースト号・
ナムラサウザー号・ハードマティーニ号・フラクシヌス号・プラネットマジック号・プレジールシチー号・
ベルモントケーティ号・ワイルドダラー号

※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。



00101 1月26日 晴 良 （26中山1）第9日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時20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

713 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 504－102：03．2 2．0�
（愛）

12 ルヴェソンヴェール 牝3栗 54 後藤 浩輝佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム 502－ 22：03．73 4．5�
815 ブルーロータス 牝3鹿 54 田辺 裕信金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 千歳 社台ファーム 472－ 42：03．8� 9．1�
11 ロンギングケイシー 牡3黒鹿56 石橋 脩坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 490－ 8 〃 ハナ 24．3�
48 ミラクルステイ 牝3黒鹿54 横山 典弘�協和牧場 的場 均 新冠 協和牧場 440－ 42：03．9� 46．4	
24 ザッツフェイマス 牡3芦 56 津村 明秀有限会社シルク松山 将樹 新冠 ムラカミファーム 482＋12 〃 クビ 26．8

611 エリーフェアリー 牝3鹿 54 C．ルメール 谷川 正純氏 岩戸 孝樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 478－ 22：04．0� 6．9�
（仏）

612 ニシノカンザシ 牝3鹿 54 内田 博幸西山 茂行氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 426＋ 42：04．31� 13．4�
714 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± 02：04．72� 21．5
35 ショウナンサバンナ 牡3黒鹿56 高倉 稜国本 哲秀氏 古賀 史生 新ひだか ヒサイファーム 498－ 42：05．01� 142．5�
510 トゥーレドゥー 牝3鹿 54 西村 太一 Viridian Keiba Club 伊藤 正徳 浦河 富田牧場 436± 02：05．42� 245．1�
47 リ キ マ ル 牡3鹿 56 嘉藤 貴行北所 直人氏 高市 圭二 日高 高柳 隆男 500－ 82：06．03� 31．6�
59 ヤマニンジュニパー 牝3鹿 54 大野 拓弥土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 470－ 22：06．1� 307．1�
816 ファイントライ 牡3栗 56 的場 勇人井山 登氏 的場 均 日高 出口牧場 B506＋ 82：06．31	 583．1�
36 ショウブキセキ 牝3黒鹿54 江田 照男長塩 豊氏 菅原 泰夫 新冠 パカパカ

ファーム 434－ 62：06．51� 468．3�
23 ドラゴンボーテ 牝3青鹿54 木幡 初広西村 静子氏 石毛 善彦 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 414＋ 62：07．35 492．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，298，100円 複勝： 54，485，200円 枠連： 19，495，000円
馬連： 61，667，400円 馬単： 43，378，400円 ワイド： 31，568，200円
3連複： 83，331，100円 3連単： 143，426，200円 計： 466，649，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 140円 � 240円 枠 連（1－7） 360円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 220円 �� 430円 �� 780円

3 連 複 ��� 1，420円 3 連 単 ��� 4，070円

票 数

単勝票数 計 292981 的中 � 118588（1番人気）
複勝票数 計 544852 的中 � 197215（1番人気）� 98067（2番人気）� 38391（4番人気）
枠連票数 計 194950 的中 （1－7） 40137（2番人気）
馬連票数 計 616674 的中 �� 105084（1番人気）
馬単票数 計 433784 的中 �� 44471（1番人気）
ワイド票数 計 315682 的中 �� 43608（1番人気）�� 17330（4番人気）�� 8675（9番人気）
3連複票数 計 833311 的中 ��� 43422（2番人気）
3連単票数 計1434262 的中 ��� 26036（3番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―12．9―12．3―13．5―12．5―12．6―11．9―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．3―36．2―48．5―1：02．0―1：14．5―1：27．1―1：39．0―1：50．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ストーリーセラー �
�
父 カ ン パ ニ ー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．10．14 東京9着

2011．2．1生 牡3鹿 母 トップセラー 母母 プロモーション 5戦1勝 賞金 9，600，000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。
（非当選馬） 2頭 シャドウマスク号・マイネルシャルフ号
※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。

00102 1月26日 晴 良 （26中山1）第9日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走12時50分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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

816� ピュアアイズ 牝4鹿 54 田辺 裕信�山際牧場 松永 康利 新ひだか 山際牧場 492－ 41：11．9 8．0�
59 ジ ョ バ イ ロ 牡4鹿 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 486－121：12．53� 19．3�
35 ドリームジェダイ 牡5栗 57 戸崎 圭太セゾンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 片岡 博 490＋12 〃 アタマ 25．1�
510 ピグマリオン 牡5鹿 57 C．ルメール �キャロットファーム 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 470＋ 41：12．6� 1．8�

（仏）

47 シゲルホウオウザ 牡4鹿 56 丸田 恭介森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 加藤牧場 470－ 21：12．91� 178．7	
48 スワンボート 牡4鹿 56 横山 典弘田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 オンワード牧場 458－ 21：13．0� 30．2

611 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 500－ 4 〃 ハナ 68．2�
23 ナムラケイオス 牝5鹿 55 西村 太一奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 520－ 41：13．1クビ 14．0�
12 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 524＋ 6 〃 クビ 3．7
612� 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± 01：13．2クビ 693．3�
714 トミケンスプリング 牝5青鹿55 木幡 初広冨樫 賢二氏 水野 貴広 新ひだか 田中 裕之 480－ 21：13．52 63．8�
36 トウショウハマー 牡5栗 57 宮崎 北斗トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 586＋141：13．6� 121．1�
815� ハイランドコンドル 牝4黒鹿54 的場 勇人小林 久義氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 426± 01：14．23� 881．0�
713 ケイアイエイト 牡4鹿 56 松岡 正海亀田 和弘氏 松山 康久 新ひだか 松田牧場 502＋ 2 〃 クビ 127．2�
24 ア ウ ト イ ン 牝4芦 54 嘉藤 貴行阿部 紀子氏 清水 美波 浦河 大道牧場 396－ 61：14．51� 548．4�
11 オメガファイター 牡4鹿 56 F．ベリー 原 	子氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 490＋161：15．88 17．1�

（愛）

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，966，300円 複勝： 74，939，000円 枠連： 20，400，800円
馬連： 69，613，300円 馬単： 55，864，400円 ワイド： 38，866，000円
3連複： 97，698，300円 3連単： 194，734，200円 計： 583，082，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 450円 � 490円 � 660円 枠 連（5－8） 820円

馬 連 �� 8，490円 馬 単 �� 15，920円

ワ イ ド �� 2，210円 �� 3，130円 �� 2，390円

3 連 複 ��� 37，420円 3 連 単 ��� 158，630円

票 数

単勝票数 計 309663 的中 � 30759（3番人気）
複勝票数 計 749390 的中 � 45011（4番人気）� 40897（5番人気）� 29156（6番人気）
枠連票数 計 204008 的中 （5－8） 18398（3番人気）
馬連票数 計 696133 的中 �� 6058（19番人気）
馬単票数 計 558644 的中 �� 2590（33番人気）
ワイド票数 計 388660 的中 �� 4353（20番人気）�� 3037（25番人気）�� 4008（21番人気）
3連複票数 計 976983 的中 ��� 1927（72番人気）
3連単票数 計1947342 的中 ��� 906（321番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―11．3―12．3―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．6―33．9―46．2―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ピュアアイズ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Phone Trick

2010．5．27生 牝4鹿 母 ミスワキジャパン 母母 Office Politics 3戦1勝 賞金 7，500，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 ナムラケイオス号の騎手西村太一は，4コーナー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：
1番）

※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） 2頭 コトブキゴールド号・ピンクダイヤモンド号
（非抽選馬） 4頭 サクセスカーチス号・テイエムコウノトリ号・ノボサイボーグ号・ロクイチスマイル号
※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。



00103 1月26日 晴 良 （26中山1）第9日 第7競走 ��2，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時20分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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

810 コ ウ ジ ョ ウ 牡4栗 56 後藤 浩輝小菅 定雄氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 516＋ 22：40．0 7．2�
811 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 530－ 82：40．1� 7．0�
44 � マイネルボンド 牡5青鹿57 F．ベリー �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム B506± 0 〃 クビ 27．6�
（愛）

78 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± 02：40．31� 13．4�
11 メイスンキャプテン 牡5栗 57 北村 宏司梅村 浩氏 岩戸 孝樹 日高 木村牧場 506＋ 2 〃 アタマ 3．4	
22 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± 02：40．72� 4．0

79 � 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 B504－ 42：41．44 4．5�
33 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 484－ 22：42．03� 31．4�
55 アズマユニヴァース 牡6栗 57 村田 一誠田島 大史氏 武市 康男 浦河 川越ファーム 472＋ 82：42．21� 38．6
67 サトノフェニックス 牡4青鹿56 古川 吉洋里見 治氏 村山 明 えりも エクセルマネジメント 458＋ 22：43．26 29．6�
66 ウインバーディ 牡4鹿 56 柴田 大知�ウイン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 500－ 82：46．8大差 238．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 24，008，200円 複勝： 40，610，300円 枠連： 16，395，100円
馬連： 61，894，400円 馬単： 39，319，900円 ワイド： 27，486，900円
3連複： 77，843，700円 3連単： 144，534，000円 計： 432，092，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 320円 � 250円 � 710円 枠 連（8－8） 2，500円

馬 連 �� 2，560円 馬 単 �� 4，930円

ワ イ ド �� 860円 �� 2，490円 �� 2，420円

3 連 複 ��� 22，130円 3 連 単 ��� 105，300円

票 数

単勝票数 計 240082 的中 � 26347（5番人気）
複勝票数 計 406103 的中 � 34700（5番人気）� 49464（4番人気）� 13152（8番人気）
枠連票数 計 163951 的中 （8－8） 4854（8番人気）
馬連票数 計 618944 的中 �� 17877（12番人気）
馬単票数 計 393199 的中 �� 5890（23番人気）
ワイド票数 計 274869 的中 �� 8179（11番人気）�� 2670（29番人気）�� 2747（27番人気）
3連複票数 計 778437 的中 ��� 2597（62番人気）
3連単票数 計1445340 的中 ��� 1013（277番人気）

ハロンタイム 13．6―12．2―14．1―13．7―14．4―14．9―13．1―12．2―12．1―12．6―13．0―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．6―25．8―39．9―53．6―1：08．0―1：22．9―1：36．0―1：48．2―2：00．3―2：12．9―2：25．9

コーナー
通過順位

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

2
�

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

コ ウ ジ ョ ウ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2012．12．23 中山7着

2010．5．11生 牡4栗 母 ローレルウィッチ 母母 マイサクセション 11戦2勝 賞金 15，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインバーディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年2月26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。

00104 1月26日 晴 良 （26中山1）第9日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時50分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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

47 タンブルブルータス 牡5鹿 57 三浦 皇成ポリッシュホースメイト和田 正道 新冠 樋渡 信義 500＋ 21：12．5 3．3�
59 ハヤブサフィーバー 牡5栗 57 F．ベリー 武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B494＋ 2 〃 クビ 9．3�

（愛）

714 サウスマキシム 牡4鹿 56 柴田 善臣南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 516＋ 41：12．82 23．5�
36 � 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 464－ 21：12．9
 16．3�
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 510＋ 21：13．0クビ 23．9�
510 カフェブリリアント 牝4栗 54 松岡 正海西川 光一氏 松山 康久 新ひだか タイヘイ牧場 432－ 2 〃 クビ 6．0	
23 �� ストライクルート 牝4栗 54 田辺 裕信 �キャロットファーム 尾形 和幸 米 Shadai Cor-

poration 418－101：13．2
 19．2

11 リバティーアゲイン 牡5青鹿57 津村 明秀阿部 幸暉氏 松山 将樹 新冠 ラツキー牧場 502＋ 2 〃 アタマ 15．5�
24 シュナップス 牡4栗 56 内田 博幸藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 456＋10 〃 ハナ 10．6�
816 ハルズハッピー 牡4芦 56 石橋 脩田中 昇氏 小野 次郎 新ひだか 橋本牧場 502＋ 2 〃 ハナ 5．7
612� 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 516－ 81：13．3� 9．3�
35 ロードシュプリーム 牡4鹿 56 G．ブノワ �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 516＋ 61：13．62 111．0�

（仏）

815 アウトオブオーダー 牡8鹿 57 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 504± 01：13．91
 260．3�
48 ミシックトウショウ 牝6鹿 55 岩部 純二トウショウ産業� 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 452－ 41：14．22 32．6�
713� サマーフェニックス 牝4栗 54 宮崎 北斗�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 438＋201：14．83� 396．6�
12 � モルフェハッピー 牝4栗 54

51 ▲原田 和真並河賢一郎氏 大江原 哲 平取 高橋 幸男 456＋ 21：15．86 716．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，191，500円 複勝： 67，616，900円 枠連： 29，851，000円
馬連： 107，603，700円 馬単： 61，523，800円 ワイド： 48，305，000円
3連複： 142，283，500円 3連単： 223，997，600円 計： 718，373，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 180円 � 230円 � 570円 枠 連（4－5） 500円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，770円 �� 3，110円

3 連 複 ��� 15，410円 3 連 単 ��� 62，340円

票 数

単勝票数 計 371915 的中 � 88993（1番人気）
複勝票数 計 676169 的中 � 125277（1番人気）� 80792（4番人気）� 24710（10番人気）
枠連票数 計 298510 的中 （4－5） 44724（1番人気）
馬連票数 計1076037 的中 �� 61624（3番人気）
馬単票数 計 615238 的中 �� 19174（4番人気）
ワイド票数 計 483050 的中 �� 29367（1番人気）�� 6440（24番人気）�� 3595（45番人気）
3連複票数 計1422835 的中 ��� 6815（60番人気）
3連単票数 計2239976 的中 ��� 2652（213番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．5―12．3―12．8―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．2―46．5―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タンブルブルータス �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2011．8．20 札幌8着

2009．4．18生 牡5鹿 母 ローレルオードリー 母母 ア プ レ シ ェ 24戦2勝 賞金 34，660，000円
※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。



00105 1月26日 晴 良 （26中山1）第9日 第9競走 ��
��1，800�

わ か た け

若 竹 賞
発走14時25分 （芝・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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：44．1

良
良

813 イタリアンネオ 牡3黒鹿56 田辺 裕信平井 裕氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 528＋121：51．9 19．2�
69 ゲットアテープ 牡3鹿 56 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 502－ 21：52．11� 7．5�
45 デルフィーノ 牝3青鹿54 後藤 浩輝 �ロードホースクラブ 牧 光二 新ひだか ケイアイファーム 460＋ 8 〃 クビ 4．1�
34 マイネルメリエンダ 牡3栗 56 柴田 大知 �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 462－ 41：52．2クビ 7．3�
814 メジャーステップ 牡3栗 56 F．ベリー �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 484－ 6 〃 アタマ 49．1	

（愛）

22 パワースラッガー 牡3鹿 56 江田 照男丸岡 啓一氏 菊川 正達 安平 吉田牧場 484＋ 41：52．3� 71．5

57 デルマサリーチャン 牝3鹿 54 G．ブノワ 浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 450－ 81：52．4	 174．0�

（仏）

46 オウケンブラック 牡3鹿 56 松岡 正海福井 明氏 田中 剛 洞
湖 レイクヴィラファーム 476－ 41：52．5	 24．4�
58 ツクバホシノオー 牡3鹿 56 柴田 善臣荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 512＋ 8 〃 クビ 21．5
33 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 486－ 61：52．6	 24．8�
11 コスモディクシー 牡3黒鹿56 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 468－ 61：52．7	 242．2�
712 リ コ ル デ ィ 牡3鹿 56 内田 博幸 �サンデーレーシング 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 512－ 6 〃 アタマ 22．7�
610 タブレットピーシー 牡3芦 56 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 472＋ 81：52．8	 58．4�
711 サトノフェラーリ 牡3鹿 56 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 474＋12 〃 クビ 2．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 52，393，900円 複勝： 85，188，000円 枠連： 30，915，500円
馬連： 135，313，800円 馬単： 82，617，500円 ワイド： 58，966，400円
3連複： 163，445，700円 3連単： 299，329，300円 計： 908，170，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，920円 複 勝 � 460円 � 230円 � 190円 枠 連（6－8） 4，000円

馬 連 �� 6，770円 馬 単 �� 16，650円

ワ イ ド �� 2，040円 �� 1，310円 �� 690円

3 連 複 ��� 9，540円 3 連 単 ��� 96，130円

票 数

単勝票数 計 523939 的中 � 21606（5番人気）
複勝票数 計 851880 的中 � 40693（6番人気）� 104106（4番人気）� 135194（2番人気）
枠連票数 計 309155 的中 （6－8） 5708（14番人気）
馬連票数 計1353138 的中 �� 14755（25番人気）
馬単票数 計 826175 的中 �� 3662（50番人気）
ワイド票数 計 589664 的中 �� 6892（25番人気）�� 10965（14番人気）�� 22257（5番人気）
3連複票数 計1634457 的中 ��� 12655（31番人気）
3連単票数 計2993293 的中 ��� 2298（271番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―25．9―38．4―51．5―1：03．7―1：16．2―1：28．4―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

イタリアンネオ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2013．9．29 中山4着

2011．4．6生 牡3黒鹿 母 プラジェラート 母母 バルドネキア 4戦2勝 賞金 16，208，000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 シャンパーニュ号
※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。

00106 1月26日 曇 良 （26中山1）第9日 第10競走 ��
��1，800�

はつあかね

初 茜 賞
発走15時00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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

59 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 500＋ 21：56．3 2．7�
815 スギノハルバード 牡4鹿 56 F．ベリー 杉山 忠国氏 高柳 瑞樹 新ひだか 明治牧場 B478± 0 〃 クビ 39．8�

（愛）

611 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 440－ 41：56．61	 5．0�
（仏）

24 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 534－ 4 〃 ハナ 8．2�

36 プレミアムタイム 牡5栗 57 三浦 皇成 �社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム B504－ 21：56．81
 6．2�
48 サマーティアラ 牝6青鹿55 西村 太一セゾンレースホース	 田島 俊明 新冠 飛渡牧場 444－ 21：56．9� 253．3

35 ドラゴンピース 牡5鹿 57 田辺 裕信窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 496－ 2 〃 アタマ 8．1�
47 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± 01：57．22 70．4�
714 ビッグバンドジャズ 牡4黒鹿56 北村 宏司下河美智子氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 498＋ 6 〃 クビ 9．6�
12 ゴールデンヒーロー 牡4鹿 56 戸崎 圭太有限会社シルク北出 成人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 2 〃 ハナ 13．9�
23 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 502－ 21：57．3クビ 74．6�
510 ファストソング 牝4栗 54 丸田 恭介田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 出羽牧場 494＋ 41：57．83 186．1�
612 オーシュペール 牝5鹿 55 蛯名 正義 	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± 01：57．9クビ 39．5�
816 グレートマーシャル 牡6鹿 57 武士沢友治浅田 次郎氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 482－ 2 〃 アタマ 229．6�
11 マイネルアウストロ 牡8栗 57 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 516＋141：59．8大差 231．2�
713 ホワイトショウフク 牡9芦 57 高倉 稜山本 浩一氏 村山 明 静内 静内白井牧場 460－ 62：01．39 555．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，305，900円 複勝： 77，923，500円 枠連： 36，998，700円
馬連： 160，238，100円 馬単： 86，021，000円 ワイド： 60，274，100円
3連複： 191，234，300円 3連単： 337，030，300円 計： 998，025，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 690円 � 180円 枠 連（5－8） 3，630円

馬 連 �� 5，430円 馬 単 �� 7，630円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 250円 �� 2，020円

3 連 複 ��� 6，260円 3 連 単 ��� 37，890円

票 数

単勝票数 計 483059 的中 � 145959（1番人気）
複勝票数 計 779235 的中 � 201109（1番人気）� 19539（9番人気）� 122065（2番人気）
枠連票数 計 369987 的中 （5－8） 7534（14番人気）
馬連票数 計1602381 的中 �� 21810（20番人気）
馬単票数 計 860210 的中 �� 8327（33番人気）
ワイド票数 計 602741 的中 �� 8202（21番人気）�� 74883（1番人気）�� 6498（25番人気）
3連複票数 計1912343 的中 ��� 22547（23番人気）
3連単票数 計3370303 的中 ��� 6565（130番人気）

ハロンタイム 13．2―13．2―13．8―13．3―12．4―11．8―12．3―12．8―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―26．4―40．2―53．5―1：05．9―1：17．7―1：30．0―1：42．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤジャコモ �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 Caerleon デビュー 2011．2．20 京都8着

2008．4．27生 牡6鹿 母 アドマイヤモンロー 母母 Steady 25戦4勝 賞金 57，429，000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。

１レース目



曇 良 競走 アメリカジョッキークラブカップ（ＧⅡ）
（芝・右・外）

GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く） 増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く） GⅠ競走（牝馬限定競走を除く） 増（ただし
時の成績を除く）

アメリカジョッキーク
賞 品

本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード
中央レコード

良
良

ヴェルデグリーン 栗 田辺 裕信斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行

サクラアルディート 鹿 F．ベリー さくらコマース岡田 稲男 新ひだか 谷岡牧場 〃 クビ
（愛）

フェイムゲーム 青鹿 北村 宏司 サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム クビ

レッドレイヴン 青鹿 柴田 善臣 東京ホースレーシング 藤沢 和雄 米 Richard Santulli
& Bobby Flay 〃 アタマ

フラガラッハ 鹿 高倉 稜 キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 〃 クビ

マイネオーチャード 栗 柴田 大知 サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ムラカミファーム

ヴァーゲンザイル 黒鹿 三浦 皇成 社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム

マックスドリーム 青鹿 古川 吉洋山田 弘氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 〃 アタマ

ダービーフィズ 栗 蛯名 正義 社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 〃 ハナ

ケイアイチョウサン 黒鹿 横山 典弘 チョウサン 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 クビ

サダムパテック 鹿 戸崎 圭太大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム

ダノンバラード 黒鹿 後藤 浩輝 ダノックス 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム

トゥザグローリー 鹿 C．ルメール キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B
（仏）

サトノシュレン 黒鹿 G．ブノワ 里見 治氏 村山 明 浦河 昭和牧場
（仏）

チョイワルグランパ 黒鹿 内田 博幸 グランプリ 森 秀行 千歳 社台ファーム B

コスモファントム 鹿 松岡 正海 ビッグレッドファーム 宮 徹 米 Joan Hadley
Thoroughbreds 〃 アタマ

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

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

計 的中
計 的中

ハロンタイム

通過タイム
コーナー
通過順位

F F
－

勝馬の
紹 介

ヴェルデグリーン 父 ジャングルポケット 母父 スペシャルウィーク
母 レディーダービー 母母 ウメノファイバー

※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。

曇 良 競走
（芝・右）

減
本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード

中央レコード
良
良

ヘルデンテノール 鹿 吉田 豊 社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム

リボントリコロール 横山 典弘 グリーンファーム菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム

マイネルシュライ 青 戸崎 圭太 サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B

ロンギングダンサー 黒鹿 石橋 脩坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム クビ

アルティスト 鹿 柴田 善臣塩入とめ子氏 中野 栄治 浦河 高岸 順一 〃 ハナ

コスモグレースフル 鹿 柴田 大知 ビッグレッドファーム 高橋 裕 浦河 木村牧場

アイアムエレガント 黒鹿 嘉藤 貴行堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム

ショウナンバーズ 鹿 北村 宏司国本 哲秀氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 〃 クビ

ドラゴンライズ 鹿 三浦 皇成窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場

トーセンヤマト 栗 田中 勝春島川 哉氏 中川 公成 新ひだか 土田農場 （競走中止）

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

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

計 的中
計 的中

ハロンタイム

通過タイム
コーナー
通過順位

F F

勝馬の
紹 介

ヘルデンテノール 父 ディープインパクト 母父 Crafty Prospector
母 デ ィ ー バ 母母 ミスセクレト

〔競走中止〕 トーセンヤマト号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕
〔その他〕 ドラゴンライズ号は,競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ドラゴンライズ号は，「鼻出血による出走制限」のため，

４レース目



（26中山1）第9日 1月26日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 179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

274，380，000円
7，460，000円
2，640，000円
25，200，000円
69，659，500円
4，926，000円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
582，464，600円
946，391，700円
435，571，100円
1，790，307，100円
978，377，200円
691，563，600円
2，347，610，400円
4，225，829，500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 11，998，115，200円

総入場人員 26，664名 （有料入場人員 24，524名）



平成26年度 第1回中山競馬 総計

競走回数 108回 出走延頭数 1，656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

2，022，980，000円
4，160，000円
63，930，000円
16，000，000円
184，170，000円
640，819，750円
46，588，400円
15，897，600円

勝馬投票券売得金
4，357，781，300円
7，551，245，800円
3，486，825，100円
13，501，773，400円
7，406，073，200円
5，263，323，000円
17，236，100，700円
30，303，099，900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 89，106，222，400円

総入場延人員 221，190名 （有料入場延人員 204，254名）
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