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00025 1月10日 晴 良 （27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）

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

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

36 トゥルームーン 牝3鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 牧 光二 日高 荒井ファーム 474± 01：13．0 1．9�
612 トリアンドルス 牝3栗 54 内田 博幸ディアレスト 松山 将樹 浦河 小島牧場 456＋ 21：13．21� 8．0�
48 ス ズ ダ リ ア 牝3鹿 54 後藤 浩輝小紫惠美子氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 462－ 61：13．83� 7．2�
24 ドリームメモリー 牝3鹿 54 田辺 裕信田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 門別牧場 452± 01：14．01� 12．9�
510 ユメノマイホーム 牝3栗 54 津村 明秀�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 438＋ 41：14．21� 5．3�
714 オンユアマーク 牝3青鹿54 三浦 皇成髙樽 優也氏 新開 幸一 浦河 杵臼斉藤牧場 428－ 41：14．3� 23．6	
47 オランジュバトー 牝3芦 54 石橋 脩井手 慶祐氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 450＋ 61：14．62 30．8

35 ヒメノエルフ 牝3鹿 54 勝浦 正樹 H.F Association 杉浦 宏昭 新ひだか 高橋 義浩 460－ 41：14．91� 112．5�
611 ケラマブルー 牝3青鹿54 柴田 善臣橋本 忠雄氏 田中 清隆 浦河 杵臼牧場 438± 01：15．0� 134．2�
12 ヒルプリンセス 牝3黒鹿54 蛯名 正義山上 和良氏 中川 公成 浦河 カナイシスタッド 490± 01：15．21� 15．9
59 エクセレントガール 牝3青 54 丸山 元気星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 前野牧場 458± 01：15．3クビ 54．4�
713 ポッドウェーブ 牝3芦 54 大野 拓弥小川眞査雄氏 斎藤 誠 新ひだか 千代田牧場 422＋ 21：15．4� 139．8�
815 ペイシャパンドーラ 牝3栗 54

51 ▲井上 敏樹北所 直人氏 武井 亮 えりも 上島牧場 466－ 21：15．5クビ 593．1�
816 ラプンツェルダンス 牝3青鹿 54

51 ▲石川裕紀人大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 筒井 征文 470＋181：15．6� 66．2�
23 オーゴンカガヤキ 牝3黒鹿54 柴山 雄一永田 清男氏 畠山 吉宏 日高 天羽 禮治 422－ 21：16．66 271．0�
11 メリケンガール 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太坪野谷和平氏 和田 雄二 洞�湖 レイクヴィラファーム 442＋241：17．98 294．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，396，000円 複勝： 50，050，300円 枠連： 15，311，800円
馬連： 66，143，400円 馬単： 38，847，800円 ワイド： 38，013，500円
3連複： 87，754，500円 3連単： 124，301，200円 計： 446，818，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 200円 � 170円 枠 連（3－6） 940円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 360円 �� 310円 �� 940円

3 連 複 ��� 2，140円 3 連 単 ��� 8，450円

票 数

単勝票数 計 263960 的中 � 110276（1番人気）
複勝票数 計 500503 的中 � 193886（1番人気）� 42525（5番人気）� 59057（3番人気）
枠連票数 計 153118 的中 （3－6） 12574（4番人気）
馬連票数 計 661434 的中 �� 56273（3番人気）
馬単票数 計 388478 的中 �� 22413（3番人気）
ワイド票数 計 380135 的中 �� 27646（3番人気）�� 34118（2番人気）�� 9192（11番人気）
3連複票数 計 877545 的中 ��� 30681（5番人気）
3連単票数 計1243012 的中 ��� 10661（17番人気）

ハロンタイム 11．8―11．1―11．6―12．1―12．6―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．9―34．5―46．6―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トゥルームーン �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 Yes It’s True デビュー 2014．11．2 東京2着

2012．4．6生 牝3鹿 母 アイアムトゥルー 母母 Safety Deposit 4戦1勝 賞金 9，850，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メリケンガール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年2月10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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 アンワンワールド号・エスティサプライズ号・カシノリコーダー号・カンタベリーマミー号・スガノジャジャウマ号・

ハジメノイッポ号・マリンブルー号

00026 1月10日 晴 良 （27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）

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

35 キングデュナミス 牡3鹿 56 田辺 裕信村上 義勝氏 小島 茂之 新ひだか 静内白井牧場 454＋ 21：58．9 12．8�
612 テイケイネクサス 牡3鹿 56 黛 弘人兼松 忠男氏 蛯名 利弘 浦河 中脇 満 440－ 8 〃 ハナ 4．4�
611 マーブルヒル 牡3鹿 56 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 528± 01：59．0� 4．0�
36 イシドールス 牡3鹿 56 三浦 皇成 �サンデーレーシング 伊藤 大士 安平 追分ファーム 468－ 21：59．1クビ 11．7�
23 ロマンホープ 牡3黒鹿56 柴田 善臣菅 實氏 石毛 善彦 新ひだか 友田牧場 440－ 21：59．2� 23．4�
816 ドラゴンブルース 牡3鹿 56 戸崎 圭太窪田 康志氏 高柳 瑞樹 新冠 ハシモトフアーム 446± 01：59．52 3．0	
24 コスモデント 牡3芦 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 松永 康利 日高 ナカノファーム 516－ 21：59．7� 84．7

815 ツクバグランディー 牡3黒鹿56 勝浦 正樹荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 片山牧場 546＋ 41：59．8� 447．6�
48 クインズエキシート 牡3芦 56 吉田 豊 �クイーンズ・ランチ 田島 俊明 新冠 タニグチ牧場 474＋ 21：59．9クビ 6．7
714 アラビアンハート 牝3鹿 54 熊沢 重文吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新冠 つつみ牧場 446＋ 62：00．21� 35．8�
713 ニシキオーカン 牡3鹿 56 木幡 初広平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 504＋ 42：00．3クビ 479．4�
59 トーセンジュリア 牝3青鹿54 武士沢友治島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 458± 02：00．72� 40．2�
11 クリノジュンチャン 牡3栗 56

53 ▲石川裕紀人栗本 博晴氏 萱野 浩二 日高 いとう牧場 B486＋ 82：01．12� 367．5�
12 マイネルスウェルテ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新ひだか 山野牧場 492－ 2 〃 クビ 156．1�
510 アクティブボス 牡3青 56 丸山 元気髙橋 長治氏 根本 康広 浦河 鵜木 唯義 496＋102：01．2クビ 191．8�
47 スズカハイヤー 牡3鹿 56 G．ブノワ 永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 B512＋ 82：04．1大差 78．3�

（仏）

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，394，500円 複勝： 38，807，900円 枠連： 19，994，200円
馬連： 64，366，100円 馬単： 34，048，300円 ワイド： 31，618，800円
3連複： 77，094，500円 3連単： 106，801，500円 計： 397，125，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 330円 � 150円 � 170円 枠 連（3－6） 560円

馬 連 �� 2，470円 馬 単 �� 5，100円

ワ イ ド �� 810円 �� 1，160円 �� 460円

3 連 複 ��� 3，780円 3 連 単 ��� 28，970円

票 数

単勝票数 計 243945 的中 � 15147（6番人気）
複勝票数 計 388079 的中 � 23245（6番人気）� 81727（2番人気）� 59603（3番人気）
枠連票数 計 199942 的中 （3－6） 27332（2番人気）
馬連票数 計 643661 的中 �� 20118（10番人気）
馬単票数 計 340483 的中 �� 4998（20番人気）
ワイド票数 計 316188 的中 �� 9786（11番人気）�� 6653（14番人気）�� 18883（3番人気）
3連複票数 計 770945 的中 ��� 15262（11番人気）
3連単票数 計1068015 的中 ��� 2672（98番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．2―38．6―51．6―1：04．2―1：16．8―1：30．2―1：44．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F54．7―3F42．1
1
3
5，11（4，14）10，13－（8，9，16）12，6，15－（1，3）2－7
5（11，14）－（4，16）－（8，12）（6，10）9（13，15，3）2－1＝7

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

勝馬の
紹 介

キングデュナミス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2014．6．8 東京17着

2012．3．25生 牡3鹿 母 ミヤビグレイス 母母 システィーナ 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズカハイヤー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年2月10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 ダイチ号・ノアロック号・バリュープラン号・フジサンブル号・マジックボックス号
（非抽選馬） 1頭 ウインオリファン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第１回 中山競馬 第３日



00027 1月10日 晴 良 （27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）

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

68 タイヨウノコ 牝3鹿 54 吉田 豊髙橋照比古氏 相沢 郁 浦河 林 孝輝 470 ―1：57．4 17．4�
67 メイショウフェイク 牡3鹿 56 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 524 ― 〃 アタマ 14．5�
44 モンドインテロ 牡3鹿 56 武士沢友治 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 478 ― 〃 ハナ 4．2�
22 ヤマニンバリトン 牡3栗 56 F．ベリー 土井 肇氏 黒岩 陽一 浦河 廣田 伉助 486 ―1：58．89 2．8�

（愛）

11 ラッキーランナー 牡3青 56 田辺 裕信柳内 光子氏 久保田貴士 新ひだか 藤沢牧場 480 ―1：59．54 9．2�
55 アシャカオーラ 牡3鹿 56 北村 宏司吉冨 学氏 栗田 徹 新ひだか 大典牧場 528 ―2：00．13� 13．8	
79 オトメチャン 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太島田 久氏 高柳 瑞樹 新ひだか 野坂牧場 506 ―2：00．41� 79．5

812 カゼノドリーム 牡3鹿 56 村田 一誠深井 孟氏 中野 栄治 新ひだか 水上 習孝 462 ―2：00．61� 25．8�
56 モ ポ ー ク 牡3鹿 56 柴田 大知 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492 ―2：00．7� 7．7�
811 オ ン ザ ヒ ル 牡3黒鹿56 三浦 皇成大谷 正嗣氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 510 ―2：02．6大差 6．9
710 ファイターホリハル 牡3鹿 56 内田 博幸堀口 晴男氏 石栗 龍彦 日高 中川 浩典 502 ―2：06．7大差 125．4�
33 バトルヤルジャン �3栗 56 吉田 隼人宮川 秋信氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 B484 ―2：10．1大差 49．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 21，507，500円 複勝： 30，945，800円 枠連： 15，022，500円
馬連： 49，866，100円 馬単： 28，425，700円 ワイド： 25，134，100円
3連複： 58，615，000円 3連単： 85，707，200円 計： 315，223，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，740円 複 勝 � 450円 � 350円 � 180円 枠 連（6－6） 8，290円

馬 連 �� 8，370円 馬 単 �� 15，830円

ワ イ ド �� 2，180円 �� 1，380円 �� 860円

3 連 複 ��� 11，150円 3 連 単 ��� 58，730円

票 数

単勝票数 計 215075 的中 � 9837（8番人気）
複勝票数 計 309458 的中 � 15323（8番人気）� 20837（6番人気）� 55063（2番人気）
枠連票数 計 150225 的中 （6－6） 1403（25番人気）
馬連票数 計 498661 的中 �� 4617（33番人気）
馬単票数 計 284257 的中 �� 1346（60番人気）
ワイド票数 計 251341 的中 �� 2899（30番人気）�� 4650（19番人気）�� 7723（9番人気）
3連複票数 計 586150 的中 ��� 3941（42番人気）
3連単票数 計 857072 的中 ��� 1058（224番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―12．9―14．4―12．7―12．9―13．1―13．0―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―37．7―52．1―1：04．8―1：17．7―1：30．8―1：43．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タイヨウノコ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 サクラバクシンオー 初出走

2012．3．27生 牝3鹿 母 ムーンライトソナタ 母母 ブルースフォーユー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔調教再審査〕 バトルヤルジャン号は，2コーナーで内側に逃避しようとしたことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ファイターホリハル号・バトルヤルジャン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成27年2月10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。

00028 1月10日 晴 良 （27中山1）第3日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走11時25分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

35 デルマネコムスメ 牝5栗 55 田辺 裕信浅沼 廣幸氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 440＋ 41：12．0 10．3�
815 チュウワベイビー 牝4芦 54

51 ▲原田 和真中西 忍氏 栗田 徹 日高 若林 武雄 460± 01：12．42� 4．8�
11 ヤマニンアタシャン 牝4鹿 54 戸崎 圭太土井 肇氏 菊沢 隆徳 新冠 錦岡牧場 426＋101：12．5クビ 2．6�
611 サクラディソール 牝5鹿 55 F．ベリー �さくらコマース尾関 知人 千歳 社台ファーム 440＋ 21：12．71� 5．5�

（愛）

816 フレックスハート 牝5鹿 55 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 浦河 杵臼牧場 B470＋ 81：12．8クビ 14．3�
48 キービスケット 牝4黒鹿54 吉田 豊北前孔一郎氏 高橋 文雅 安平 追分ファーム 488＋181：13．01� 67．7	
12 スノーレパード 牝4黒鹿 54

51 ▲伴 啓太 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 452－ 41：13．1クビ 49．3


59 トウカイマインド 牝4鹿 54 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 浦河 帰山 清貴 456＋ 41：13．31� 91．5�
24 ファンファーレ 牝4栗 54 柴山 雄一清水 敏氏 武市 康男 えりも エクセルマネジメント B492＋10 〃 クビ 28．0�
713� ワイエムテイラー 牝4鹿 54 丸田 恭介サンライズ 鈴木 伸尋 新ひだか 川端 英幸 492＋ 2 〃 ハナ 5．9�
36 バーニングハート 牝5鹿 55 津村 明秀吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 442± 01：13．5	 60．4�
714 ヒカリヴェロニカ 牝4栗 54 G．ブノワ �ヒカリクラブ 池上 昌弘 浦河 笠松牧場 496＋101：14．35 228．4�

（仏）

23 アイティダイヤ 牝4栗 54 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 英一 新冠 武田牧場 474＋141：14．4� 42．3�
47 � メ ニ ア オ バ 牝4鹿 54 杉原 誠人江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 454－ 11：14．5� 96．5�
510� バシニアティヴ 牝5栗 55 嘉藤 貴行石橋 英郎氏 高橋 義博 洞
湖 メジロ牧場 444＋121：14．71 356．6�
612� ト ラ ヒ メ 牝4芦 54

51 ▲石川裕紀人桐谷 茂氏 石栗 龍彦 日高 前川 義則 418－131：16．310 281．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，271，900円 複勝： 48，974，600円 枠連： 21，254，000円
馬連： 71，730，100円 馬単： 39，946，800円 ワイド： 38，045，000円
3連複： 88，661，200円 3連単： 123，149，900円 計： 462，033，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 250円 � 150円 � 130円 枠 連（3－8） 1，560円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 5，230円

ワ イ ド �� 660円 �� 550円 �� 380円

3 連 複 ��� 2，280円 3 連 単 ��� 20，180円

票 数

単勝票数 計 302719 的中 � 23466（5番人気）
複勝票数 計 489746 的中 � 38539（6番人気）� 82705（2番人気）� 122776（1番人気）
枠連票数 計 212540 的中 （3－8） 10493（8番人気）
馬連票数 計 717301 的中 �� 25774（8番人気）
馬単票数 計 399468 的中 �� 5724（20番人気）
ワイド票数 計 380450 的中 �� 14149（8番人気）�� 17341（5番人気）�� 27070（2番人気）
3連複票数 計 886612 的中 ��� 29068（6番人気）
3連単票数 計1231499 的中 ��� 4423（55番人気）

ハロンタイム 11．7―10．5―11．4―12．4―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．2―33．6―46．0―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デルマネコムスメ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Kaldoun デビュー 2013．3．23 中山2着

2010．5．3生 牝5栗 母 ハッシュバンバン 母母 Horphaly 11戦3勝 賞金 24，600，000円
〔制裁〕 チュウワベイビー号の騎手原田和真は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トラヒメ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年2月10日まで平地競走に出

走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 オーガンディー号
（非抽選馬） 1頭 クイーンベジタブル号
※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。



00029 1月10日 晴 良 （27中山1）第3日 第5競走 ��
��2，200�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
2：10．1
2：10．0

良
良

35 プレイヤーハウス 牡3鹿 56 村田 一誠嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 452＋ 82：16．4 3．2�
612 メイアルーア 牡3栗 56 北村 宏司 �キャロットファーム 伊藤 大士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 22：16．61� 3．1�
12 ミュゼダルタニアン 牡3栗 56 柴山 雄一髙橋 仁氏 高市 圭二 千歳 社台ファーム 510± 0 〃 クビ 4．7�
510 ディアエスタード 牡3鹿 56 後藤 浩輝ディアレスト 松永 康利 浦河 松栄牧場 492＋ 62：16．91� 7．3�
713 シ ー レ ッ ド 牡3栗 56 F．ベリー スリースターズレーシング 田村 康仁 新ひだか 武 牧場 448＋ 6 〃 ハナ 16．1�

（愛）

47 トランスオーシャン 牡3鹿 56 柴田 大知野﨑 昭夫氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 474－ 62：17．0	 43．5	
24 マウントミッチェル 牡3鹿 56 伊藤 工真阿部 雅英氏 久保田貴士 新ひだか 岡田スタツド 460＋16 〃 アタマ 14．4

815 キーフォーサクセス 牡3黒鹿56 内田 博幸 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム 448＋ 22：17．21	 18．3�
714 ク ピ ド 牡3鹿 56 小野寺祐太�ミルファーム 伊藤 伸一 新ひだか 友田牧場 464＋ 62：17．51� 337．8�
611 ロイヤルサルーン 牡3鹿 56 吉田 豊渡邊 隆氏 尾形 充弘 苫小牧 藤澤 昭勝 486＋ 62：17．6� 79．4
23 トーセンバラード 牝3鹿 54 菅原 隆一島川 �哉氏 田村 康仁 えりも エクセルマネジメント 470± 02：18．34 86．0�
59 ユメハステズニ 牝3黒鹿 54

51 ▲長岡 禎仁小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 田中 裕之 404＋ 4 〃 アタマ 361．4�
11 サウスポールツアー 牝3栗 54 大野 拓弥海谷 幸司氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 428＋ 62：18．83 30．8�
36 タケデンタップ 牝3青鹿 54

51 ▲井上 敏樹武市 進吾氏 高橋 義博 新冠 新冠橋本牧場 430＋ 82：19．01� 136．0�
816 トキメキグレース 牝3鹿 54 丸田 恭介片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 436－ 62：19．1	 224．8�
48 ショウナンワグナー 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太国本 哲秀氏 松山 将樹 日高 坂 牧場 468± 02：19．31	 303．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，143，600円 複勝： 44，277，600円 枠連： 17，139，900円
馬連： 77，069，900円 馬単： 41，692，800円 ワイド： 38，295，200円
3連複： 93，200，800円 3連単： 135，905，700円 計： 476，725，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 120円 � 130円 � 150円 枠 連（3－6） 480円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 220円 �� 320円 �� 400円

3 連 複 ��� 960円 3 連 単 ��� 4，040円

票 数

単勝票数 計 291436 的中 � 70923（2番人気）
複勝票数 計 442776 的中 � 114817（1番人気）� 87123（2番人気）� 64239（3番人気）
枠連票数 計 171399 的中 （3－6） 27537（1番人気）
馬連票数 計 770699 的中 �� 109887（1番人気）
馬単票数 計 416928 的中 �� 27635（2番人気）
ワイド票数 計 382952 的中 �� 49710（1番人気）�� 29385（2番人気）�� 22470（4番人気）
3連複票数 計 932008 的中 ��� 72357（1番人気）
3連単票数 計1359057 的中 ��� 24375（3番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．9―12．4―12．8―12．9―12．7―12．6―12．1―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．0―36．9―49．3―1：02．1―1：15．0―1：27．7―1：40．3―1：52．4―2：04．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プレイヤーハウス �
�
父 オペラハウス �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2014．11．24 東京3着

2012．2．24生 牡3鹿 母 クインズプレイヤー 母母 フレイバーギフト 3戦1勝 賞金 8，800，000円
〔発走状況〕 タケデンタップ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。前扉が破損したため外枠から発走。
〔制裁〕 ロイヤルサルーン号の騎手吉田豊は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・12番・3番）

トーセンバラード号の騎手菅原隆一は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔調教再審査〕 タケデンタップ号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 アルトサックス号・ウインセイヴィア号・オーマイホース号・ケイジースワロー号・サンベイル号・

タマヨリモハヤク号・パピーラヴ号・ハーブガーデン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

00030 1月10日 晴 良 （27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
1：57．8
1：56．1

良
良

11 プレスクアイル 牝3黒鹿54 丸山 元気吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 472 ―2：06．0 4．5�
810 アサクサハヤブサ 牡3鹿 56 北村 宏司田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 498 ― 〃 クビ 3．8�
22 クラシックエース 牡3鹿 56 後藤 浩輝 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 434 ―2：06．32 7．1�
79 トリプルミッション 牝3鹿 54 横山 典弘吉田 照哉氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 524 ―2：06．4クビ 6．9�
66 コスモスピカ 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 浦河 秋場牧場 490 ―2：06．5� 32．6�
78 エアリーチューン 牝3黒鹿54 G．ブノワ 	グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 408 ―2：06．82 4．7


（仏）

33 ヤワタオリオン 牡3栗 56 田辺 裕信平岩 健一氏 菊川 正達 日高 木村牧場 408 ―2：07．11� 15．1�
44 ヤマニンノクターン 牝3鹿 54 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 424 ―2：08．37 95．8�
67 ウインアヴァンティ 牡3黒鹿56 松岡 正海	ウイン 宗像 義忠 新冠 コスモヴューファーム 486 ―2：09．36 41．8
55 マイネルシュリンガ 牡3栗 56 戸崎 圭太 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 日高 日高大洋牧場 498 ―2：10．36 7．0�
（10頭）

811 サトノメサイア 牡3青鹿56 F．ベリー 里見 治氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ― ― （出走取消）
（愛）

売 得 金
単勝： 25，383，100円 複勝： 31，620，700円 枠連： 14，376，700円
馬連： 56，041，300円 馬単： 32，538，700円 ワイド： 26，081，200円
3連複： 61，101，200円 3連単： 104，311，900円 計： 351，454，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 160円 � 160円 � 200円 枠 連（1－8） 990円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 370円 �� 580円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 8，700円

票 数

単勝票数 計 253831 的中 � 44802（2番人気）
複勝票数 計 316207 的中 � 55716（2番人気）� 52488（3番人気）� 36455（4番人気）
枠連票数 計 143767 的中 （1－8） 11249（3番人気）
馬連票数 計 560413 的中 �� 43953（2番人気）
馬単票数 計 325387 的中 �� 13117（2番人気）
ワイド票数 計 260812 的中 �� 18759（1番人気）�� 11116（8番人気）�� 14261（5番人気）
3連複票数 計 611012 的中 ��� 23978（4番人気）
3連単票数 計1043119 的中 ��� 8690（18番人気）

ハロンタイム 13．3―11．7―14．3―12．9―13．5―12．3―12．3―11．9―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―25．0―39．3―52．2―1：05．7―1：18．0―1：30．3―1：42．2―1：53．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．7
1
3
8（6，9）（1，4，10）－（7，2）－（5，3）・（8，10）（6，9）1（4，2）7，3＝5

2
4
8，6，9（1，10）4（7，2）3，5・（8，10）－6，9（1，2）－3，4－7＝5

勝馬の
紹 介

プレスクアイル �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Nureyev 初出走

2012．4．12生 牝3黒鹿 母 アイルドフランス 母母 Stella Madrid 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔出走取消〕 サトノメサイア号は，疾病〔右寛跛行〕のため出走取消。
※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10日 晴 良 （27中山1）第3日 第7競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

47 アーマークラッド 牡5栗 57 蛯名 正義吉田 和子氏 武井 亮 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 502＋ 21：55．7 5．2�

612 サクラルコール 牡4栃栗56 戸崎 圭太�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 高橋 修 502－ 61：56．33� 3．6�
714 ストロングバルドル 牡4鹿 56 伊藤 工真村木 篤氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 472－ 41：56．62 10．6�
35 ヴィルトグラーフ �5鹿 57 北村 宏司 �シルクレーシング 牧 光二 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 526－ 21：57．23� 2．9�
23 サトノスティング 牡4青鹿56 内田 博幸里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム 458＋ 6 〃 ハナ 28．3	
510 アップルハウス 牡5青鹿57 平野 優新木 鈴子氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム 444－ 61：57．3� 41．8

48 � トーセンゴージャス 牡5黒鹿57 菅原 隆一島川 �哉氏 成島 英春 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋101：57．4� 52．3�
815 シルクフラッシュ 牡7芦 57 吉田 隼人 �シルクレーシング 金成 貴史 新冠 中村農場 470－ 41：57．5� 50．0
816� ジャックポット 牡4鹿 56 柴山 雄一�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 472－ 6 〃 クビ 90．7�
713 ディアポジション 牡4黒鹿56 勝浦 正樹ディアレスト 新開 幸一 青森 石田 英機 B478－ 41：57．82 21．7�
11 オールデフィート 牡4鹿 56

53 ▲原田 和真�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 笹地牧場 480－ 21：57．9� 155．8�
59 マイネルパイレーツ 牡5栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 516＋ 41：58．11	 37．7�
36 � キネオソレイユ 牝4鹿 54 柴田 大知岡田 壮史氏 栗田 博憲 日高 下河辺牧場 448＋ 41：58．2
 73．9�
611 ニシノソラカラ 牡4黒鹿 56

53 ▲石川裕紀人西山 茂行氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 514－ 61：58．83� 133．0�
12 ディアイッセイ 牡4鹿 56 武士沢友治栗本 博晴氏 天間 昭一 新冠 武田牧場 508＋ 6 〃 アタマ 137．9�
24 ソードラック 牡4鹿 56 丸山 元気佐々木 徹氏 斎藤 誠 新冠 シンユウフアーム 456＋ 61：59．86 7．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，143，700円 複勝： 43，377，900円 枠連： 24，080，100円
馬連： 79，284，900円 馬単： 39，579，000円 ワイド： 40，030，800円
3連複： 93，449，700円 3連単： 134，736，900円 計： 486，683，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 180円 � 170円 � 220円 枠 連（4－6） 1，320円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 2，350円

ワ イ ド �� 440円 �� 770円 �� 630円

3 連 複 ��� 3，080円 3 連 単 ��� 13，130円

票 数

単勝票数 計 321437 的中 � 49353（3番人気）
複勝票数 計 433779 的中 � 61314（3番人気）� 73644（2番人気）� 47711（4番人気）
枠連票数 計 240801 的中 （4－6） 14071（6番人気）
馬連票数 計 792849 的中 �� 52924（3番人気）
馬単票数 計 395790 的中 �� 12584（8番人気）
ワイド票数 計 400308 的中 �� 24602（3番人気）�� 12919（9番人気）�� 16102（7番人気）
3連複票数 計 934497 的中 ��� 22718（8番人気）
3連単票数 計1347369 的中 ��� 7437（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―37．5―50．4―1：03．2―1：16．2―1：29．2―1：42．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．5―3F39．5
1
3

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

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

アーマークラッド �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．7．29 小倉4着

2010．1．10生 牡5栗 母 アルーリングボイス 母母 アルーリングアクト 20戦3勝 賞金 33，040，000円

00032 1月10日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （27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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード3：31．0良・良

46 ウォンテッド 牡5黒鹿60 高田 潤谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 496＋ 63：35．6 31．5�
712 アップトゥデイト 牡5芦 61 林 満明今西 和雄氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 522± 0 〃 クビ 1．7�
11 テンジンキヨモリ 牡5青鹿60 石神 深一白井 岳氏 武井 亮 浦河 赤田牧場 492＋ 43：35．7� 8．2�
813 ショウナンカミング 牡7栗 60 横山 義行国本 哲秀氏 田中 剛 浦河 金石牧場 472＋ 43：35．8クビ 13．8�
711 フ ァ イ ヤ ー 牡7青鹿60 森 一馬深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 520－ 43：37．6大差 5．2�
22 ドリームハヤテ 牡5鹿 60 小坂 忠士セゾンレースホース� 南井 克巳 日高 長谷川 一男 512＋ 43：37．81� 24．2	
58 カントリースノー �8黒鹿60 原田 和真鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 526－123：38．22	 82．0

33 エイブルブラッド 牡7鹿 61 五十嵐雄祐吉田 照哉氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 516＋103：38．83	 9．0�
45 リキアイクロフネ 牡8鹿 63 金子 光希岡田 隆寛氏 田中 剛 むかわ 東振牧場 474± 03：38．9	 25．9�
57 アドマイヤサイモン 牡7栗 60 西谷 誠近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 468＋ 63：39．43 183．0
69 マイネルガヴロシュ 牡8青鹿60 熊沢 重文 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 メイタイ牧場 476－ 23：39．72 112．7�
814
 トーセンプラチナ 牡6鹿 60 浜野谷憲尚島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 488＋ 83：39．8	 96．4�
34 スリーマーゴーン 牡5芦 60 白浜 雄造永井商事� 中内田充正 浦河 辻 牧場 456± 03：41．29 51．9�
610 ラッキーストリーク 牡5鹿 60 蓑島 靖典藤井 謙氏 小西 一男 浦河 日東牧場 454－ 23：42．37 64．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 35，783，900円 複勝： 42，489，000円 枠連： 29，101，300円
馬連： 82，962，800円 馬単： 49，310，600円 ワイド： 40，444，700円
3連複： 109，350，500円 3連単： 176，716，900円 計： 566，159，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，150円 複 勝 � 350円 � 110円 � 200円 枠 連（4－7） 880円

馬 連 �� 2，330円 馬 単 �� 7，580円

ワ イ ド �� 800円 �� 1，780円 �� 370円

3 連 複 ��� 4，250円 3 連 単 ��� 47，450円

票 数

単勝票数 計 357839 的中 � 9084（8番人気）
複勝票数 計 424890 的中 � 20328（6番人気）� 146857（1番人気）� 44658（4番人気）
枠連票数 計 291013 的中 （4－7） 25569（5番人気）
馬連票数 計 829628 的中 �� 27506（9番人気）
馬単票数 計 493106 的中 �� 4875（22番人気）
ワイド票数 計 404447 的中 �� 12656（8番人気）�� 5389（21番人気）�� 30844（3番人気）
3連複票数 計1093505 的中 ��� 19294（11番人気）
3連単票数 計1767169 的中 ��� 2700（128番人気）
上り 1マイル 1：48．9 4F 54．8－3F 41．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウォンテッド �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．11．18 京都6着

2010．5．1生 牡5黒鹿 母 タニノホロホロ 母母 タニノターゲット 障害：10戦2勝 賞金 26，443，000円
〔制裁〕 カントリースノー号の騎手原田和真は，2周目2コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 グリッターウイング号・シゲルヒタチ号・テイエムスラッガー号・テーオーゼウス号・リアルブラック号
（非抽選馬） 4頭 クリノテンペスタ号・スマートステージ号・トーセンタイガー号・レッドグルーヴァー号



00033 1月10日 晴 良 （27中山1）第3日 第9競走 ��
��1，200�

し ゅ ち く

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

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

59 ビヨンジオール 牡3鹿 56 横山 典弘林 正道氏 的場 均 新ひだか 城地 清満 494－ 61：09．1 4．3�
714 キッズライトオン 牡3栗 56 松岡 正海瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 424－ 2 〃 クビ 7．8�
713� スズカブレーン 牡3鹿 56 村田 一誠永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 472－ 21：09．31� 19．5�
47 デュアルメジャー 牡3青鹿56 柴山 雄一 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 470＋ 6 〃 クビ 7．9�
816 ブラッククローバー 牡3黒鹿56 後藤 浩輝呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 474－ 41：09．4	 10．1	
815 ゲンキチハヤブサ 
3栗 56 丸山 元気荒井 壽明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン

牧場 452＋ 61：09．5クビ 52．6

24 アルマクレヨン 牡3栗 56 勝浦 正樹コウトミックレーシング 池上 昌弘 新ひだか 静内酒井牧場 472－ 4 〃 ハナ 6．5�
611 マスターリデル 牡3鹿 56 森 一馬吉岡 泰治氏 松永 昌博 新冠 飛渡牧場 466－ 4 〃 ハナ 34．2�
510 ゼンノイザナギ 牡3栗 56 吉田 豊大迫久美子氏 安田 隆行 浦河 中村 雅明 474－ 21：09．6クビ 27．8
36 タガノヴェルリー 牝3鹿 54 田辺 裕信八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 438＋ 2 〃 ハナ 3．6�
12 � タイセイスウォード 牡3芦 56 丸田 恭介田中 成奉氏 森田 直行 むかわ 上水牧場 466＋ 2 〃 クビ 18．8�
612 ショウナンライコウ 牡3鹿 56 内田 博幸国本 哲秀氏 古賀 史生 日高 シンボリ牧場 B484± 01：09．7� 123．8�
23 � エムオーマジック 牡3青鹿56 伊藤 工真大浅 貢氏 尾形 和幸 むかわ 貞広 賢治 472－ 41：10．23 66．0�
11 � カシノマラドーナ 牡3栗 56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 佐藤 静子 450＋ 21：10．83� 234．0�
35 コパノハリスン 牡3栗 56 吉田 隼人小林 祥晃氏 奥平 雅士 新ひだか 西村 和夫 464± 0 〃 ハナ 73．5�
48 リターンストローク 牡3鹿 56 G．ブノワ �スピードファーム和田 正道 新ひだか 土田 和男 494－ 21：11．75 71．1�

（仏）

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，919，800円 複勝： 76，945，100円 枠連： 33，826，000円
馬連： 149，720，300円 馬単： 70，609，700円 ワイド： 68，007，500円
3連複： 174，736，200円 3連単： 258，860，600円 計： 882，625，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 180円 � 250円 � 460円 枠 連（5－7） 880円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 2，640円

ワ イ ド �� 710円 �� 1，730円 �� 2，080円

3 連 複 ��� 10，390円 3 連 単 ��� 41，830円

票 数

単勝票数 計 499198 的中 � 92494（2番人気）
複勝票数 計 769451 的中 � 135483（1番人気）� 79586（5番人気）� 36192（8番人気）
枠連票数 計 338260 的中 （5－7） 29580（2番人気）
馬連票数 計1497203 的中 �� 70378（5番人気）
馬単票数 計 706097 的中 �� 19988（6番人気）
ワイド票数 計 680075 的中 �� 25689（6番人気）�� 9895（22番人気）�� 8187（24番人気）
3連複票数 計1747362 的中 ��� 12609（32番人気）
3連単票数 計2588606 的中 ��� 4486（121番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．2―11．5―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．8―45．3―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F35．3
3 8（3，4）13（6，12）14（1，2，11）15（10，16）7，9，5 4 ・（8，4）13（3，6）（2，14，12）（11，15，16）10，7（1，9）＝5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ビヨンジオール �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2014．7．13 中京2着

2012．3．2生 牡3鹿 母 サムシングナイス 母母 ス ナ イ ス 5戦2勝 賞金 20，143，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 エクシードリミッツ号・エリーティアラ号・クリノショウスーシ号・マイネルエスパス号・マジックシャトル号・

ヤマカツエース号・レッドムーン号
（非抽選馬） 1頭 エマージングウルフ号
※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。

00034 1月10日 晴 良 （27中山1）第3日 第10競走 ��
��2，400�

な り た

成 田 特 別
発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，1，000万円以下，26．1．11以降27．1．5まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

成田市長賞（1着）
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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
2：28．8
2：28．6

重
不良

11 コスモナイスガイ 牡5黒鹿57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム B540－ 42：37．4 3．2�
611 ホワイトフリート 牡5芦 55 横山 典弘 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 474＋ 82：37．61 10．9�
510 インストレーション 牡4鹿 55 吉田 隼人 �シルクレーシング 中川 公成 日高 庄野牧場 532± 02：37．81� 6．2�
24 オペラハット 牡4鹿 54 後藤 浩輝小菅 定雄氏 森 秀行 平取 高橋 啓 450－ 62：38．01� 19．1�
816 ヘルツフロイント 牡4黒鹿55 北村 宏司 �グリーンファーム古賀 慎明 千歳 社台ファーム 488－ 42：38．1� 3．5	
713 メイショウシャイン 牡8鹿 54 石橋 脩松本 好雄氏 中内田充正 浦河 林 孝輝 474－ 62：38．2� 73．3

714 ランブリングマン 牡5鹿 56 田中 勝春スリースターズレーシング 新開 幸一 新ひだか 平野牧場 534＋ 22：38．4� 16．6�
612	 ヤマカツティラノ 牡6鹿 54 田辺 裕信山田 和夫氏 高橋 康之 新ひだか 岡田牧場 490＋ 42：39．14 104．7�
36 スギノハルバード 牡5鹿 54 内田 博幸杉山 忠国氏 高柳 瑞樹 新ひだか 明治牧場 B488－ 22：39．2クビ 19．6
59 アルディエス 牡6鹿 55 戸崎 圭太�G1レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム 468＋142：39．62� 12．6�
815 コ ウ ジ ョ ウ 牡5栗 56 江田 照男小菅 定雄氏 高木 登 新ひだか 三石橋本牧場 514－ 8 〃 アタマ 120．4�
23 ゲルマンシチー 牡7青 56 G．ブノワ �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 幌村牧場 478± 0 〃 クビ 33．8�

（仏）

47 	 マックスロノ 牡6栗 53 大野 拓弥田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 B500＋122：39．92 95．0�
12 アムールスキー 牡4鹿 54 柴山 雄一 �シルクレーシング 小笠 倫弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋ 82：40．96 25．2�
35 ワールドレーヴ 牡5黒鹿55 蛯名 正義嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 474＋102：43．7大差 16．9�
48 スズカホープ 
7鹿 54 井上 敏樹永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 504＋ 82：45．5大差 343．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，845，900円 複勝： 82，107，000円 枠連： 48，843，300円
馬連： 188，527，900円 馬単： 83，520，600円 ワイド： 78，303，900円
3連複： 221，979，900円 3連単： 324，622，800円 計： 1，079，751，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 290円 � 200円 枠 連（1－6） 1，800円

馬 連 �� 2，000円 馬 単 �� 3，330円

ワ イ ド �� 760円 �� 440円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 3，630円 3 連 単 ��� 17，160円

票 数

単勝票数 計 518459 的中 � 126056（1番人気）
複勝票数 計 821070 的中 � 193450（1番人気）� 57962（4番人気）� 100509（3番人気）
枠連票数 計 488433 的中 （1－6） 21023（6番人気）
馬連票数 計1885279 的中 �� 72932（4番人気）
馬単票数 計 835206 的中 �� 18776（7番人気）
ワイド票数 計 783039 的中 �� 25957（4番人気）�� 48486（2番人気）�� 17807（12番人気）
3連複票数 計2219799 的中 ��� 45821（7番人気）
3連単票数 計3246228 的中 ��� 13711（29番人気）

ハロンタイム 13．2―12．0―13．1―13．5―14．4―14．6―13．5―12．4―11．9―12．3―12．6―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．2―25．2―38．3―51．8―1：06．2―1：20．8―1：34．3―1：46．7―1：58．6―2：10．9―2：23．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コスモナイスガイ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 エ ル ハ ー ブ デビュー 2013．1．19 中山13着

2010．6．4生 牡5黒鹿 母 ナイスカット 母母 トリムカット 19戦3勝 賞金 44，288，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワールドレーヴ号・スズカホープ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年2月

10日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ナムラショウリ号
（非抽選馬） 1頭 ワンダフルニュース号
※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。



00035 1月10日 晴 良 （27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，26．1．11以降27．1．5まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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

714 ストロングサウザー 牡4鹿 54 田辺 裕信村木 篤氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 478－ 21：54．2 5．5�
35 マイネルバウンス 牡6栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 496＋ 2 〃 ハナ 3．6�
510 ベルウッドテラス 牡5鹿 54 柴山 雄一鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 日高 オリオンファーム 514＋ 61：54．3� 12．4�
23 バーディーイーグル 牡5鹿 55 北村 宏司里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 498＋101：54．4� 4．6�
612 タ ナ ト ス 牡7黒鹿55 柴田 善臣榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 458± 01：54．5� 12．7�
59 テ ン ペ ル 牡7黒鹿54 横山 和生山本 英俊氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 490＋ 61：54．71 53．9	
24 オメガスカイツリー 牡7黒鹿54 江田 照男原 	子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B498－ 61：54．91
 18．3

713 アドマイヤジャコモ 牡7鹿 54 蛯名 正義近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 500＋ 6 〃 クビ 18．8�
36 セイカフォルテ 牡7鹿 53 石橋 脩久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 456＋ 21：55．1� 141．4�
816 コウセイコタロウ 牡6黒鹿55 武士沢友治杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 堤 牧場 510＋ 21：55．52� 100．6
11 ゴールデンヒーロー 牡5鹿 54 後藤 浩輝 �シルクレーシング 北出 成人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 21：55．6クビ 35．8�
611 セイカフォルトゥナ 牝6栗 52 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 496－ 21：55．7� 77．0�
47 ダ ノ ン ミ ル �7栗 54 戸崎 圭太�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 464－ 41：56．01� 15．1�
12 ティアップレーヴ 牝5芦 53 大野 拓弥田中 昇氏 高木 登 日高 大江牧場 488± 01：56．42� 8．3�
48 ケイジータイタン �5青鹿54 松岡 正海鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B536± 01：56．5クビ 18．7�

（15頭）
815 ニシノオウガイ 牡7黒鹿53 勝浦 正樹西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 67，406，900円 複勝： 116，147，700円 枠連： 76，086，600円
馬連： 327，326，400円 馬単： 144，176，400円 ワイド： 120，650，400円
3連複： 408，988，700円 3連単： 645，445，800円 計： 1，906，228，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 190円 � 140円 � 280円 枠 連（3－7） 750円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 2，190円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，020円 �� 760円

3 連 複 ��� 3，490円 3 連 単 ��� 15，820円

票 数

単勝票数 計 674069 的中 � 96471（3番人気）
複勝票数 計1161477 的中 � 153885（3番人気）� 276152（1番人気）� 85002（6番人気）
枠連票数 計 760866 的中 （3－7） 78537（2番人気）
馬連票数 計3273264 的中 �� 247717（2番人気）
馬単票数 計1441764 的中 �� 49299（4番人気）
ワイド票数 計1206504 的中 �� 71641（2番人気）�� 29099（10番人気）�� 40078（7番人気）
3連複票数 計4089887 的中 ��� 87713（7番人気）
3連単票数 計6454458 的中 ��� 29565（26番人気）

ハロンタイム 12．6―12．0―13．0―13．2―12．7―12．6―12．4―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．6―37．6―50．8―1：03．5―1：16．1―1：28．5―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ストロングサウザー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Lear Fan デビュー 2013．9．15 中山4着

2011．1．28生 牡4鹿 母 エヴァンタイユ 母母 Felicita 11戦4勝 賞金 55，179，000円
〔出走取消〕 ニシノオウガイ号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔制裁〕 マイネルバウンス号の騎手丹内祐次は，4コーナーで外側に斜行したことについて平成27年1月17日から平成27年1月18日

まで騎乗停止。（被害馬：8番・2番・7番）
※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 グレイレジェンド号・コスモシャンハイ号・サンバビーン号・スズカヴィグラス号

00036 1月10日 晴 良 （27中山1）第3日 第12競走 ��
��1，600�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
1：30．7
1：30．7

良
良

36 マリーズケイ 牝4鹿 54
51 ▲石川裕紀人冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田 陽介 466＋ 81：34．3 18．6�

510 シングンジョーカー 牡4黒鹿56 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 472＋ 41：34．4� 13．1�
59 チョコレートバイン 牝4鹿 54 戸崎 圭太 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 436± 0 〃 クビ 3．1�
815 ジェラテリアバール 牝5黒鹿55 F．ベリー 吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 494＋ 81：34．61	 20．1�

（愛）

23 マイネプレセア 牝4青鹿54 G．ブノワ �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 444＋ 41：34．7� 9．0	

（仏）

24 コスモラパン 牝4黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 門別牧場 410＋ 2 〃 クビ 18．0

713 コ ウ セ ン 牡5鹿 57 津村 明秀西村 專次氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒカル牧場 490＋ 2 〃 アタマ 4．5�
12 
 レインボーラヴラヴ 牝4青鹿54 大野 拓弥飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 454＋ 81：34．8クビ 28．4�
612 ノーヒッター 牡5黒鹿57 吉田 豊島田 久氏 小野 次郎 浦河 江谷 重雄 476＋ 41：34．9� 16．0
35 ダイワブレイディ �5芦 57 後藤 浩輝大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 518＋ 6 〃 クビ 5．4�
47 マルーンドロップ 牝4栗 54 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 460＋121：35．0クビ 124．1�
714 アースプレイ 牝4青鹿54 田中 勝春松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 ガーベラパー

クスタツド 436＋ 8 〃 クビ 50．9�
11 � マリーナベイ 牡4青鹿55 田辺 裕信保坂 和孝氏 斎藤 誠 豪

Valeata Bloodstock
Pty Ltd, Cap
Jaluca Pty Ltd

488＋ 81：35．21� 28．6�
816 クリアーパッション 牝4鹿 54

51 ▲井上 敏樹下河辺隆行氏 伊藤 正徳 日高 下河辺牧場 446± 01：36．05 131．5�
48 
 ミナスジェライス 牝4鹿 54 松岡 正海杉浦 和也氏 土田 稔 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 2 〃 ハナ 215．6�
611
 フ ァ ミ ー ユ 牡5黒鹿57 勝浦 正樹吉田 和子氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋12 〃 クビ 127．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 61，374，600円 複勝： 93，416，900円 枠連： 54，983，800円
馬連： 187，533，300円 馬単： 83，803，100円 ワイド： 84，488，100円
3連複： 221，680，100円 3連単： 343，300，200円 計： 1，130，580，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，860円 複 勝 � 440円 � 280円 � 150円 枠 連（3－5） 600円

馬 連 �� 9，050円 馬 単 �� 19，080円

ワ イ ド �� 2，710円 �� 1，410円 �� 770円

3 連 複 ��� 10，670円 3 連 単 ��� 102，760円

票 数

単勝票数 計 613746 的中 � 26318（8番人気）
複勝票数 計 934169 的中 � 44022（8番人気）� 78708（4番人気）� 209340（1番人気）
枠連票数 計 549838 的中 （3－5） 71018（2番人気）
馬連票数 計1875333 的中 �� 16045（35番人気）
馬単票数 計 838031 的中 �� 3294（69番人気）
ワイド票数 計 844881 的中 �� 7762（34番人気）�� 15294（15番人気）�� 29312（5番人気）
3連複票数 計2216801 的中 ��� 15581（35番人気）
3連単票数 計3433002 的中 ��� 2422（361番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．0―46．9―59．0―1：11．0―1：22．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F35．3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マリーズケイ �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 メジロライアン デビュー 2013．9．21 中山3着

2011．5．24生 牝4鹿 母 マリーズスマイル 母母 ノーザンハマナス 14戦2勝 賞金 23，920，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マイネルジパング号
（非抽選馬） 4頭 イントロダクション号・ウインドストリーム号・ダイワフェーム号・ダブルコーク号
※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。



（27中山1）第3日 1月10日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 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

205，020，000円
9，560，000円
2，000，000円
18，600，000円
70，364，000円
5，442，800円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
455，571，400円
699，160，500円
370，020，200円
1，400，572，500円
686，499，500円
629，113，200円
1，696，612，300円
2，563，860，600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 8，501，410，200円

総入場人員 16，979名 （有料入場人員 15，572名）
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