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00037 1月11日 晴 良 （27中山1）第4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

12 フジゴウカイ 牡3黒鹿56 松岡 正海荒木 誠氏 伊藤 伸一 新冠 対馬 正 486－ 21：13．3 2．1�
815 セイウンオセアン 牡3鹿 56 田辺 裕信西山 茂行氏 水野 貴広 新冠 川上牧場 454＋ 41：13．4� 4．2�
24 � ストリートオベロン 牡3黒鹿56 後藤 浩輝門野 重雄氏 大竹 正博 米 Winches-

ter Farm 458－ 2 〃 ハナ 5．0�
816 カシノキングダム 牡3鹿 56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 門別牧場 458＋ 21：13．61� 12．2�
35 ツウローゼズ 牝3黒鹿54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 樋渡 志尚 446＋ 61：13．91	 17．6�
36 カ レ リ ア 牝3栃栗 54

51 ▲伴 啓太 H.R.H．プリンセス・ハヤ 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 456＋181：14．0	 27．8�

714 カスミチャン 牝3芦 54 小野寺祐太吉田 勝利氏 奥村 武 新ひだか 前田牧場 432＋ 61：14．31	 59．9	
23 サトノピスケス 牡3栗 56 北村 宏司里見 治氏 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 478＋ 81：14．4� 35．9

612 シーテッドリバティ 牝3黒鹿54 大庭 和弥手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 浦河 丸幸小林牧場 488＋141：14．5� 68．3�
59 エイプリルラヴ 牝3黒鹿54 西田雄一郎�ミルファーム 岩戸 孝樹 新冠 飛渡牧場 404＋ 61：14．71 55．1
611 ヤマトキャピタル 牡3黒鹿56 蛯名 正義醍醐 徹氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 中橋 清 480± 01：15．02 132．1�
47 ロードアルタイル 牡3鹿 56 田中 勝春 �ロードホースクラブ 新開 幸一 平取 協栄組合 444＋ 61：15．21� 20．3�
510 リ ニ ア 牝3鹿 54 柴山 雄一山本 武司氏 高市 圭二 新ひだか 見上牧場 444± 01：15．62� 31．7�
11 ハ ガ ク レ 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁スリースターズレーシング 柴田 政人 新冠 対馬 正 498＋181：15．81 182．9�
713 ア テ イ ン 牝3栗 54 吉田 隼人紙透 一雄氏 高橋 義博 日高 千葉飯田牧場 452± 01：15．9� 440．0�
48 ラ イ メ イ 牡3栗 56 大野 拓弥 �スピードファーム和田正一郎 浦河 市川牧場 450＋ 41：16．11� 239．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，347，600円 複勝： 41，244，800円 枠連： 19，653，200円
馬連： 68，413，300円 馬単： 40，975，300円 ワイド： 37，705，500円
3連複： 91，213，400円 3連単： 132，669，000円 計： 458，222，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連（1－8） 350円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 200円 �� 270円 �� 340円

3 連 複 ��� 710円 3 連 単 ��� 2，350円

票 数

単勝票数 計 263476 的中 � 98180（1番人気）
複勝票数 計 412448 的中 � 127378（1番人気）� 89576（2番人気）� 61599（3番人気）
枠連票数 計 196532 的中 （1－8） 42765（1番人気）
馬連票数 計 684133 的中 �� 111005（1番人気）
馬単票数 計 409753 的中 �� 40990（1番人気）
ワイド票数 計 377055 的中 �� 53716（1番人気）�� 34532（2番人気）�� 25126（3番人気）
3連複票数 計 912134 的中 ��� 95581（1番人気）
3連単票数 計1326690 的中 ��� 40794（1番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―12．0―12．4―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．9―47．3―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フジゴウカイ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 Benny the Dip デビュー 2014．11．22 東京2着

2012．3．14生 牡3黒鹿 母 シルクロマンス 母母 ラ ロ マ ン ス 3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔発走状況〕 リニア号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 フジゴウカイ号の騎手松岡正海は，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〕 リニア号は，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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 オーバーウェルム号
（非抽選馬） 5頭 シンザンユウコク号・スリルオブジョイ号・ツクバインパクト号・ネイチャーシュシュ号・レースノワエ号

00038 1月11日 晴 良 （27中山1）第4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

58 ココスタイル 牡3芦 56 蛯名 正義林 正道氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 518＋101：57．5 2．7�
713 オ ケ ア ノ ス 牡3鹿 56 内田 博幸清水 敏氏 南田美知雄 浦河 ミルファーム 516± 0 〃 ハナ 2．5�
815 オ ル グ 牡3鹿 56 勝浦 正樹平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 有限会社石川牧場 464＋121：58．13� 128．6�
611 ツェッペリン 牡3青鹿56 北村 宏司窪田 康志氏 高柳 瑞樹 浦河 浦河小林牧場 454＋ 81：58．2� 48．9�
23 ア サ マ 牡3黒鹿 56

53 ▲原田 和真江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 482＋ 61：58．3クビ 12．3�
712 セ ー ブ ル 牡3青 56 松岡 正海�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 494＋ 41：58．51� 42．5	
610 カゼノゴトク 牡3鹿 56 杉原 誠人大塚 亮一氏 畠山 吉宏 浦河 ガーベラパー

クスタツド 470＋ 41：58．71� 394．9

59 タイムトゥシャイン 牡3栗 56 大野 拓弥古賀 和夫氏 和田正一郎 日高 賀張三浦牧場 462＋ 81：58．91� 197．6�
47 ガンマーフォンテン 牡3栗 56 丸山 元気吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 新井 弘幸 504＋ 81：59．32� 311．8�
34 ノーブルカイザー 牡3鹿 56 横山 和生吉木 伸彦氏 鈴木 伸尋 新ひだか 村上牧場 498＋141：59．51� 12．2
814 ヴェルトフリーデン 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 浦河 辻 牧場 B520＋ 2 〃 クビ 96．2�

11 トーセンテレマーク 牡3青鹿56 菅原 隆一島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ
スティファーム 496＋ 21：59．71 105．3�

22 レッドアイヴァー 牡3栗 56 田中 勝春 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 474＋ 41：59．91� 6．8�
46 ナニスンネン 牡3栗 56 的場 勇人杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 506＋262：00．21� 23．2�
35 シングンパワー 牡3栗 56 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 平取 川向高橋育

成牧場 476＋142：00．73 16．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 27，595，900円 複勝： 37，831，900円 枠連： 18，997，500円
馬連： 72，129，000円 馬単： 44，547，700円 ワイド： 35，235，200円
3連複： 91，156，200円 3連単： 144，659，900円 計： 472，153，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 110円 � 1，190円 枠 連（5－7） 310円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 180円 �� 2，870円 �� 2，940円

3 連 複 ��� 7，860円 3 連 単 ��� 24，400円

票 数

単勝票数 計 275959 的中 � 81384（2番人気）
複勝票数 計 378319 的中 � 89981（2番人気）� 118251（1番人気）� 3971（12番人気）
枠連票数 計 189975 的中 （5－7） 46031（1番人気）
馬連票数 計 721290 的中 �� 167652（1番人気）
馬単票数 計 445477 的中 �� 53064（1番人気）
ワイド票数 計 352352 的中 �� 66802（1番人気）�� 2588（29番人気）�� 2524（31番人気）
3連複票数 計 911562 的中 ��� 8697（25番人気）
3連単票数 計1446599 的中 ��� 4297（67番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―37．9―51．6―1：04．4―1：17．3―1：30．3―1：43．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ココスタイル �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．8．3 新潟9着

2012．2．12生 牡3芦 母 ココシュニック 母母 ゴールドティアラ 4戦1勝 賞金 6，800，000円
※出走取消馬 バウトナカヤマ号（疾病〔右寛跛行〕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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 カシノエキスプレス号・ヒロノドラム号・レオロフティー号
（非抽選馬） 4頭 アドマイヤドラゴン号・コスモノビリス号・ナモンブライアン号・ベルウッドツルギ号

第１回 中山競馬 第４日

追 加 記 事（第 1回中山競馬第 3日第 4競走）
〔その他〕　　トラヒメ号は，競走中に疾病〔左中間手根骨々折〕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。



00039 1月11日 晴 良 （27中山1）第4日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時55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

47 ホームゲーム 牝3栗 54 江田 照男平川 浩之氏 蛯名 利弘 新ひだか 畠山牧場 470 ―1：14．7 8．9�
713 ル フ レ 牝3黒鹿54 菱田 裕二山上 和良氏 牧田 和弥 新ひだか 高橋フアーム 480 ―1：14．91� 3．8�
46 サ ノ モ モ 牝3黒鹿54 津村 明秀ビジョンサラブレッドクラブ 中野 栄治 新ひだか ヒサイファーム 400 ―1：15．0� 63．6�
611 ライクエグザイル 牝3芦 54 内田 博幸阿部 幸暉氏 大和田 成 浦河 桑田フアーム 440 ―1：15．1� 14．9�
712 アベックモア 牝3栗 54 田辺 裕信�ラ・メール 今野 貞一 浦河 惣田 英幸 448 ― 〃 ハナ 2．5�
58 エタナルトウショウ 牝3鹿 54 黛 弘人トウショウ産業� 奥平 雅士 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 436 ―1：15．73� 112．9	
11 ミスエレキング 牝3黒鹿54 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢野 英一 浦河 ヒダカフアーム 432 ― 〃 ハナ 24．8

815 プリエルトウショウ 牝3黒鹿54 石橋 脩トウショウ産業� 柴田 政人 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 476 ―1：15．91� 50．6�
814 ペ ル ー ジ ャ 牝3黒鹿 54

51 ▲長岡 禎仁 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 浦河 富菜牧場 418 ―1：16．0クビ 30．8�

22 ボタングラス 牝3栗 54 吉田 隼人河原 義宏氏 新開 幸一 浦河 小島牧場 400 ― 〃 アタマ 17．0
610 ヤマニンルバンシュ 牝3鹿 54 柴山 雄一土井 肇氏 中川 公成 新冠 錦岡牧場 416 ― 〃 クビ 65．4�
59 キープマイワード 牝3黒鹿54 勝浦 正樹島田 久氏 小野 次郎 浦河 ヒダカフアーム 450 ―1：16．42� 116．0�
23 ビューティークイン 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真田島 政光氏 松永 康利 浦河 ガーベラパー
クスタツド 422 ―1：17．03� 194．0�

35 デルマオトミサン 牝3青鹿54 大庭 和弥浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 490 ―1：17．63� 81．6�
34 ジョウノチェリー 牝3黒鹿54 蛯名 正義小川 義勝氏 武藤 善則 日高 三城牧場 446 ―1：17．81� 4．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 23，499，000円 複勝： 31，868，600円 枠連： 19，866，700円
馬連： 57，668，500円 馬単： 35，214，200円 ワイド： 30，305，400円
3連複： 70，345，900円 3連単： 107，358，100円 計： 376，126，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 270円 � 170円 � 1，450円 枠 連（4－7） 590円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 3，850円

ワ イ ド �� 700円 �� 5，550円 �� 3，920円

3 連 複 ��� 27，110円 3 連 単 ��� 120，480円

票 数

単勝票数 計 234990 的中 � 20953（4番人気）
複勝票数 計 318686 的中 � 30834（4番人気）� 61326（2番人気）� 4299（11番人気）
枠連票数 計 198667 的中 （4－7） 25915（3番人気）
馬連票数 計 576685 的中 �� 26147（6番人気）
馬単票数 計 352142 的中 �� 6850（12番人気）
ワイド票数 計 303054 的中 �� 11924（6番人気）�� 1358（41番人気）�� 1932（34番人気）
3連複票数 計 703459 的中 ��� 1946（65番人気）
3連単票数 計1073581 的中 ��� 646（283番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―12．0―12．6―13．0―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―35．1―47．7―1：00．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホームゲーム �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 Storming Home 初出走

2012．3．24生 牝3栗 母 シルクマイホーム 母母 マジェスティックラニア 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出走取消馬 クインズリケサス号（疾病〔右寛跛行〕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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 ヴァングローリアス号・カキツバタ号・スイートホーム号・ゼンザイ号・ダノンエンジェル号・ニシノアンジュ号・

ローズハット号

00040 1月11日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （27中山1）第4日 第4競走 ��2，880�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時25分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード3：10．2良・良

45 ヘリオスフィア �6黒鹿 60
57 ▲原田 和真岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 63：12．0 5．4�

56 ヒラボクインパクト 牡7鹿 60 五十嵐雄祐�平田牧場 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 498＋103：12．63� 2．2�
22 シゲルヒダカ 牡4黒鹿59 植野 貴也森中 蕃氏 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 522－ 23：13．87 13．0�
812� エルインペレイター �5鹿 60 浜野谷憲尚�ジェイアール 戸田 博文 千歳 社台ファーム 502＋143：14．01	 18．8�
11 トーセンセカイオー 牡6鹿 60 小野寺祐太島川 �哉氏 奥平 雅士 新冠 秋田牧場 492－103：15．610 43．9	
44 キーアイテム 牡4鹿 59 石神 深一北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 高瀬 敦 462＋ 83：15．81	 105．7

69 プ コ ナ コ ナ 牡4鹿 59 蓑島 靖典松岡 雅昭氏 加藤 和宏 日高 アイズスタッド株式会社 486± 03：19．0大差 224．6�
711 セイカシャルマン 牡4鹿 59 大江原 圭久米 大氏 南田美知雄 日高 千葉飯田牧場 470＋143：20．06 192．1�
68 ペイシャンスゼータ 牝4栗 57 草野 太郎北所 直人氏 大江原 哲 浦河 大西牧場 488＋183：23．7大差 134．9
813 タッテナムコーナー �4栗 59 高野 和馬�和田牧場 和田正一郎 日高 藤本ファーム 440－ 63：24．12� 141．0�
33 ニシノゲイナー 牡7鹿 60 横山 義行西山 茂行氏 武藤 善則 むかわ 西山牧場 458± 0 （競走中止） 5．8�
57 � コーリンヴァレロ 牡7鹿 60 金子 光希伊藤 恵子氏 柴田 政人 日高 今井牧場 516＋ 8 （競走中止） 164．8�
710 マイネルミランダス 牡4栗 59 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 青森 石田 英機 476＋ 4 （競走中止） 3．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 22，771，600円 複勝： 27，262，600円 枠連： 13，197，800円
馬連： 49，520，900円 馬単： 35，421，700円 ワイド： 24，398，700円
3連複： 67，671，800円 3連単： 123，443，100円 計： 363，688，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 160円 � 120円 � 220円 枠 連（4－5） 640円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 290円 �� 870円 �� 550円

3 連 複 ��� 2，170円 3 連 単 ��� 10，780円

票 数

単勝票数 計 227716 的中 � 33719（3番人気）
複勝票数 計 272626 的中 � 39480（3番人気）� 81828（1番人気）� 23103（5番人気）
枠連票数 計 131978 的中 （4－5） 15857（2番人気）
馬連票数 計 495209 的中 �� 58737（2番人気）
馬単票数 計 354217 的中 �� 16171（5番人気）
ワイド票数 計 243987 的中 �� 23894（3番人気）�� 6545（12番人気）�� 10916（7番人気）
3連複票数 計 676718 的中 ��� 23322（7番人気）
3連単票数 計1234431 的中 ��� 8296（36番人気）
上り 1マイル 1：46．6 4F 52．0－3F 39．6

コーナー
通過順位

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

�
�
6，5，12＝2－（8，4）＝（11，1）＝13－9・（6，5）＝12＝2＝4＝1＝11＝8，9＝13

勝馬の
紹 介

ヘリオスフィア �
�
父 トーセンダンス �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2011．8．20 新潟15着

2009．2．28生 �6黒鹿 母 ファキューラ 母母 Be Bright 障害：11戦1勝 賞金 20，600，000円
〔競走中止〕 ニシノゲイナー号は，1号障害〔水ごう〕飛越後につまずき，転倒したため競走中止。

マイネルミランダス号・コーリンヴァレロ号は，1号障害〔水ごう〕飛越後に，転倒した「ニシノゲイナー」号に触れ，騎手が落
馬したため競走中止。

〔制裁〕 マイネルミランダス号の調教師佐藤吉勝は，馬場入場時に同馬の右手綱の尾錠が外れたことについて戒告。
〔その他〕 ペイシャンスゼータ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ペイシャンスゼータ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年2月11日まで出走できない。



00041 1月11日 晴 良 （27中山1）第4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

714 レトロクラシック 牝3黒鹿54 内田 博幸広尾レース� 国枝 栄 新ひだか 木村 秀則 482＋ 41：35．7 4．7�
36 パールヴァティー 牝3黒鹿54 後藤 浩輝 �チャンピオンズファーム 伊藤 大士 新ひだか 田上 稔 448＋ 21：35．91� 10．5�
12 エクストラペトル 牝3黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 444＋10 〃 ハナ 6．5�

612 レディームーン 牝3栗 54 武士沢友治小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 平野牧場 406＋ 4 〃 クビ 24．6�
816 エスティエッキー 牝3黒鹿54 松岡 正海 �エスティファーム 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 446－ 2 〃 ハナ 84．7	
35 ステイハッピー 牝3栗 54 丸山 元気 �サンデーレーシング 田島 俊明 安平 追分ファーム 464＋ 81：36．0� 39．3

611 ビーウィッチド 牝3鹿 54 吉田 隼人�G1レーシング 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム 458－ 21：36．1� 6．0�
48 ランデックヒルズ 牝3鹿 54 江田 照男簗田 満氏 高市 圭二 新冠 川島牧場 B440± 0 〃 ハナ 15．3�
510 ストレートプレイ 牝3鹿 54 蛯名 正義 �社台レースホース小島 太 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432＋ 21：36．31� 74．5
11 ワラッチャオ 牝3青鹿54 北村 宏司小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 田中 裕之 460－ 8 〃 クビ 3．0�
24 ラ ト ゥ ー ル 牝3鹿 54 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 424＋ 21：36．4� 12．1�
59 マインドシフト 牝3鹿 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 鈴木 伸尋 えりも エクセルマネジメント 436－ 21：36．5クビ 31．6�
815 ジュビリーライン 牝3鹿 54 大野 拓弥下河辺隆行氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 412± 0 〃 クビ 174．8�
713 ジュンヌフィーユ 牝3栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新ひだか タイヘイ牧場 402－121：36．81� 62．3�
23 グ ル ブ ル 牝3栗 54 西田雄一郎ホースアディクト根本 康広 浦河 村下農場 452＋ 21：37．01� 376．6�
47 スペシャルガール 牝3黒鹿54 田辺 裕信芹澤 精一氏 相沢 郁 新ひだか 武 牧場 468＋101：37．21� 185．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，162，400円 複勝： 56，012，400円 枠連： 26，767，300円
馬連： 94，796，800円 馬単： 49，122，300円 ワイド： 48，496，800円
3連複： 117，825，100円 3連単： 162，286，200円 計： 591，469，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 190円 � 260円 � 220円 枠 連（3－7） 1，690円

馬 連 �� 2，700円 馬 単 �� 4，720円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 840円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 6，760円 3 連 単 ��� 35，920円

票 数

単勝票数 計 361624 的中 � 60478（2番人気）
複勝票数 計 560124 的中 � 81162（2番人気）� 52491（5番人気）� 67751（3番人気）
枠連票数 計 267673 的中 （3－7） 12251（8番人気）
馬連票数 計 947968 的中 �� 27150（10番人気）
馬単票数 計 491223 的中 �� 7801（20番人気）
ワイド票数 計 484968 的中 �� 11582（11番人気）�� 15095（8番人気）�� 10004（14番人気）
3連複票数 計1178251 的中 ��� 13071（21番人気）
3連単票数 計1622862 的中 ��� 3275（113番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．0―35．9―48．1―1：00．4―1：12．3―1：24．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．3

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

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

勝馬の
紹 介

レトロクラシック �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Zafonic デビュー 2014．8．9 新潟16着

2012．2．23生 牝3黒鹿 母 ウェルシュステラ 母母 Catalyst 5戦1勝 賞金 8，250，000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。
（非抽選馬） 1頭 シグラップジュエル号

00042 1月11日 晴 良 （27中山1）第4日 第6競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時45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
1：57．8
1：56．1

良
良

612 リアンドジュエリー 牝3芦 54 柴山 雄一大塚 亮一氏 奥村 武 日高 オリオンファーム 454＋ 62：01．5 32．4�
47 レッドベリンダ 牝3鹿 54 G．ブノワ �東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 448－ 22：01．6� 4．0�

（仏）

815 クインズラピス 牡3黒鹿56 蛯名 正義 �クイーンズ・ランチ 田村 康仁 新ひだか 松田牧場 462＋ 2 〃 クビ 2．5�
35 アキトプレスト 牡3栗 56 江田 照男岡田 昭利氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 B480＋182：01．7� 9．0�
713 シグナルアロー 牡3鹿 56 内田 博幸榊原源一郎氏 手塚 貴久 新冠 オリエント牧場 464－ 42：01．8� 36．8�
714 ダイワグローリー 牝3栗 54 田辺 裕信大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 496± 02：02．11� 16．6	
23 トーセンルミナス 牝3青鹿54 武士沢友治島川 
哉氏 菅原 泰夫 新ひだか グランド牧場 434－122：02．2� 200．7�
48 ウインティアラ 牝3鹿 54 石橋 脩�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 404－ 6 〃 ハナ 60．2�
11 ブランダルジャン 牝3芦 54 北村 宏司 キャロットファーム 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 464＋12 〃 ハナ 8．7�
510 コスモバーダン 牡3鹿 56 F．ベリー ビッグレッドファーム 水野 貴広 浦河 大西ファーム 498－ 42：02．62� 68．1�

（愛）

59 ロ ジ ナ ン 牝3黒鹿54 三浦 皇成久米田正明氏 大竹 正博 新冠 パカパカ
ファーム 430＋ 82：02．91� 5．0�

36 エタンスラント 牝3栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 384± 02：03．43 353．3�

816 サルバドールクロス 牡3黒鹿 56
53 ▲石川裕紀人則武 輝一氏 相沢 郁 浦河 北俣ファーム 484＋ 42：04．14 161．8�

611 エクソールナーレ 牝3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 400－ 42：04．31� 53．6�

12 カフェシーン 牝3青鹿54 柴田 善臣 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 464＋ 4 〃 ハナ 264．0�

24 コスモフットライト 牝3鹿 54 津村 明秀 ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 新ひだか 桜井牧場 450± 02：04．51� 155．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，115，600円 複勝： 55，548，300円 枠連： 21，641，500円
馬連： 91，215，000円 馬単： 51，048，900円 ワイド： 45，716，500円
3連複： 105，728，500円 3連単： 159，541，800円 計： 568，556，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，240円 複 勝 � 480円 � 170円 � 140円 枠 連（4－6） 3，620円

馬 連 �� 6，150円 馬 単 �� 16，260円

ワ イ ド �� 1，550円 �� 1，190円 �� 330円

3 連 複 ��� 4，310円 3 連 単 ��� 58，270円

票 数

単勝票数 計 381156 的中 � 9398（7番人気）
複勝票数 計 555483 的中 � 20701（7番人気）� 92029（2番人気）� 129541（1番人気）
枠連票数 計 216415 的中 （4－6） 4621（15番人気）
馬連票数 計 912150 的中 �� 11491（20番人気）
馬単票数 計 510489 的中 �� 2354（43番人気）
ワイド票数 計 457165 的中 �� 7018（17番人気）�� 9260（14番人気）�� 39882（2番人気）
3連複票数 計1057285 的中 ��� 18377（14番人気）
3連単票数 計1595418 的中 ��� 1985（174番人気）

ハロンタイム 12．5―10．4―12．3―11．9―13．2―12．8―12．6―11．9―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―22．9―35．2―47．1―1：00．3―1：13．1―1：25．7―1：37．6―1：49．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F35．8
1
3
4，5（7，11，16）（3，10）（8，15）9－（6，12）14，13＝2－1
4，5（7，11）（16，10）（3，8）（15，14）（6，9）12，13，1，2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

リアンドジュエリー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．12．7 中山6着

2012．4．6生 牝3芦 母 アーネストデザイア 母母 リストレーション 2戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ラムレイ号
（非抽選馬） 4頭 アミフジタイカン号・エッケザックス号・クートネイ号・トップインパクト号
※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。



00043 1月11日 晴 良 （27中山1）第4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

612� クリノエビスジン 牡4鹿 56 F．ベリー 栗本 博晴氏 天間 昭一 青森 イズモリファーム 474－ 61：56．3 6．9�
（愛）

24 マサノグリンベレー 牡4青 56 田辺 裕信中村 時子氏 小島 茂之 日高 道見牧場 502＋ 81：56．51� 4．6�
35 トーセンミラージュ 牡4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＋181：56．6� 5．4�
815 カシノカーム 牡4芦 56 西田雄一郎柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 B476－ 2 〃 ハナ 252．5�
714 ポルスターシャイン 牡5鹿 57 内田 博幸平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 480＋ 4 〃 ハナ 4．2�
47 ディアグリスター 牡5鹿 57 吉田 豊ディアレスト 高橋 裕 新冠 松浦牧場 488＋141：56．7クビ 23．6	
11 シャドウカラーズ 牝4鹿 54 G．ブノワ 飯塚 知一氏 田中 剛 千歳 社台ファーム B468－ 2 〃 クビ 8．4


（仏）

12 コンプリートゲーム 牡5鹿 57 後藤 浩輝島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 526＋ 6 〃 ハナ 22．6�
23 コスモソーク 牡5鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 旭 牧場 566＋201：56．91� 14．6
59 ジョーヌドール 牡5栗 57 蛯名 正義広尾レース� 二ノ宮敬宇 浦河 笠松牧場 472± 0 〃 ハナ 36．6�
611� レ イ ア ロ ハ 牡5鹿 57 石橋 脩山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 有限会社

吉田ファーム 522＋ 21：57．32� 32．5�
510 ヒ ム カ 牝4栗 54 大野 拓弥�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 508± 0 〃 クビ 15．9�
713 レオネプチューン 牡7鹿 57 松岡 正海�レオ 萱野 浩二 平取 二風谷ファーム 484＋ 81：57．4クビ 47．5�
48 クラウンデピュティ 牡4芦 56 吉田 隼人矢野 恭裕氏 金成 貴史 新ひだか 高橋 修 494＋ 41：57．6	 46．8�
36 ハーモニーフェア 牝5黒鹿55 北村 宏司 �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 470＋ 81：57．7� 37．0�
816 テ ン ミ ラ イ 牡5栗 57 津村 明秀天白 泰司氏 牧 光二 浦河 村中牧場 B476＋ 22：00．2大差 152．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，538，200円 複勝： 47，358，200円 枠連： 28，206，800円
馬連： 93，170，400円 馬単： 47，087，600円 ワイド： 47，317，200円
3連複： 115，674，100円 3連単： 147，421，400円 計： 557，773，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 180円 � 200円 � 200円 枠 連（2－6） 1，150円

馬 連 �� 2，010円 馬 単 �� 4，320円

ワ イ ド �� 740円 �� 770円 �� 660円

3 連 複 ��� 3，520円 3 連 単 ��� 23，370円

票 数

単勝票数 計 315382 的中 � 36392（4番人気）
複勝票数 計 473582 的中 � 70201（2番人気）� 60019（4番人気）� 62155（3番人気）
枠連票数 計 282068 的中 （2－6） 18995（5番人気）
馬連票数 計 931704 的中 �� 35817（5番人気）
馬単票数 計 470876 的中 �� 8157（12番人気）
ワイド票数 計 473172 的中 �� 16425（5番人気）�� 15627（6番人気）�� 18497（4番人気）
3連複票数 計1156741 的中 ��� 24635（4番人気）
3連単票数 計1474214 的中 ��� 4573（45番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―13．3―13．9―13．0―12．4―12．5―12．8―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．8―38．1―52．0―1：05．0―1：17．4―1：29．9―1：42．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．9
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

�クリノエビスジン �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 タバスコキャット

2011．3．30生 牡4鹿 母 マルダイロマン 母母 コンゴウビジン 13戦1勝 賞金 14，370，000円
初出走 JRA

※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 マルマロス号
※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。

00044 1月11日 晴 良 （27中山1）第4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

816 サウスセレクト 牡4栗 56
53 ▲伴 啓太南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 524＋ 21：12．6 10．1�

612� アキノアッパー 牡5栗 57 西田雄一郎穐吉 正孝氏 大和田 成 新ひだか 畑端牧場 470± 01：12．91	 3．1�
611� コウギョウサンデー 牡5鹿 57 柴田 大知菊地 捷士氏 伊藤 大士 新冠 浜口牧場 522＋ 41：13．22 6．9�
59 
� ツインプラネット 牡5鹿 57

54 ▲石川裕紀人窪田 康志氏 中川 公成 米
Hertrich/McCarthy Live-
stock LLC, Fred W. Her-
trich III & John D. Fieldi

526＋ 41：13．3� 2．8�
36 ドンビザッツウェイ 牡8鹿 57 丸田 恭介田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 504－ 41：13．61	 11．4�
48 � スズカプリオール 牡4鹿 56 丸山 元気永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 494＋ 41：13．81� 10．3�
24 カウンターハッセキ 牡4鹿 56 横山 和生井上 一郎氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 B456＋ 6 〃 ハナ 26．9	
12 バ ー ニ ー ズ 牡5栗 57 津村 明秀村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 502＋18 〃 クビ 159．0

47 リーサムダイチ 牡7鹿 57 江田 照男平田友里恵氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 B484＋ 6 〃 ハナ 108．5�
815 タイキマーシャ 牝5栗 55 柴山 雄一�大樹ファーム 伊藤 圭三 浦河 浦河小林牧場 466＋ 21：13．9	 94．5
11 ウエスタンニンジャ 牡4栗 56 柴田 善臣西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか ウエスタンファーム 470＋ 21：14．11 24．6�
23 キョウワメロディー 牝4栗 54 吉田 隼人�協和牧場 和田 正道 新冠 協和牧場 480＋ 81：14．52� 75．6�
713 サ マ ー ラ ヴ 牡4黒鹿 56

53 ▲長岡 禎仁�Basic 田村 康仁 新ひだか カタオカフアーム 452＋ 21：14．7	 40．1�
714 カシノレント 牡4黒鹿56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 500＋211：15．02 247．8�
35 グラスソニック 牡5栗 57 吉田 豊半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 482＋ 21：15．74 141．8�
510 リアリティー 牝5鹿 55 杉原 誠人小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 B480－121：16．12� 237．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，066，300円 複勝： 52，481，600円 枠連： 32，134，300円
馬連： 120，710，800円 馬単： 58，593，200円 ワイド： 53，482，100円
3連複： 130，789，500円 3連単： 199，253，100円 計： 683，510，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 240円 � 140円 � 200円 枠 連（6－8） 970円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 3，750円

ワ イ ド �� 520円 �� 1，020円 �� 440円

3 連 複 ��� 2，990円 3 連 単 ��� 20，420円

票 数

単勝票数 計 360663 的中 � 28364（4番人気）
複勝票数 計 524816 的中 � 47068（5番人気）� 123432（1番人気）� 63758（3番人気）
枠連票数 計 321343 的中 （6－8） 25595（3番人気）
馬連票数 計1207108 的中 �� 59189（6番人気）
馬単票数 計 585932 的中 �� 11696（14番人気）
ワイド票数 計 534821 的中 �� 26547（4番人気）�� 12660（10番人気）�� 32192（3番人気）
3連複票数 計1307895 的中 ��� 32768（6番人気）
3連単票数 計1992531 的中 ��� 7073（63番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．6―12．3―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．6―46．9―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サウスセレクト �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2014．1．19 中山5着

2011．4．29生 牡4栗 母 マイネアレグリア 母母 メイジフレッシュ 8戦2勝 賞金 18，360，000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 ナンヨールーク号・パイメイメイ号



00045 1月11日 晴 良 （27中山1）第4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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000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
1：48．5
1：47．8

重
重

59 アンヴァリッド 牡3栗 56 後藤 浩輝村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 528± 01：54．9 3．5�
510 ホワイトフーガ 牝3芦 54 大野 拓弥西森 鶴氏 高木 登 浦河 梅田牧場 510－ 61：55．0� 5．3�
816 スピリッツセカンド 牡3黒鹿56 内田 博幸平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 504－101：55．21� 5．5�
47 フクノグリュック 牡3鹿 56 横山 典弘福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社

ケイズ 498＋161：55．52 6．4�
815 ノースランドボーイ 牡3青 56 勝浦 正樹河村 祥史氏 萱野 浩二 浦河 冨岡 博一 498－ 21：55．71� 64．9�
611 メイプルレインボー 牡3栗 56 柴田 善臣節 英司氏 高市 圭二 新ひだか 酒井 秀紀 472－ 4 〃 ハナ 73．4�
48 ノースヒーロー 牡3栗 56 吉田 豊 	スピードファーム和田 正道 新ひだか 漆原 武男 460－ 61：55．8	 49．2

12 ノ ボ バ カ ラ 牡3栗 56 三浦 皇成�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 498＋ 61：55．9� 14．2�
612 コスモボアソルテ 牡3芦 56 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 元茂 義一 482± 01：56．0クビ 74．9
24 パワーポケット 牡3黒鹿56 柴山 雄一柳原 達也氏 二ノ宮敬宇 浦河 ダイヤモンドファーム 500－ 41：56．42� 23．3�
36 バイオンディップス 牡3黒鹿56 田中 勝春丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム B500＋ 21：56．5クビ 101．6�
11 メ ナ ス コ 牡3黒鹿56 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450＋ 61：56．71� 15．4�
714 トウカイバレット 牡3黒鹿56 北村 宏司内村 正則氏 安田 隆行 新冠 ハシモトフアーム 482－ 41：57．12� 22．1�
23 ミステリウム 牡3黒鹿56 松岡 正海 P.G．ファッジ氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 508－ 41：57．2� 13．7�
713 コスモムルジム 牡3青鹿56 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新ひだか 山野牧場 466－ 21：58．05 219．6�
35 ソルプレーサ 牡3黒鹿56 田辺 裕信西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 494－ 61：58．42� 12．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 57，744，700円 複勝： 89，281，000円 枠連： 56，995，400円
馬連： 185，435，600円 馬単： 88，181，100円 ワイド： 82，523，300円
3連複： 224，698，000円 3連単： 312，345，900円 計： 1，097，205，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 200円 � 160円 枠 連（5－5） 1，460円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 2，440円

ワ イ ド �� 480円 �� 530円 �� 790円

3 連 複 ��� 2，750円 3 連 単 ��� 11，410円

票 数

単勝票数 計 577447 的中 � 128612（1番人気）
複勝票数 計 892810 的中 � 165741（1番人気）� 102915（4番人気）� 144374（2番人気）
枠連票数 計 569954 的中 （5－5） 30150（6番人気）
馬連票数 計1854356 的中 �� 102197（3番人気）
馬単票数 計 881811 的中 �� 27074（3番人気）
ワイド票数 計 825233 的中 �� 44755（1番人気）�� 40331（3番人気）�� 25566（6番人気）
3連複票数 計2246980 的中 ��� 61089（3番人気）
3連単票数 計3123459 的中 ��� 19844（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―37．0―50．6―1：03．7―1：16．6―1：29．5―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アンヴァリッド �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2014．12．14 中山1着

2012．4．4生 牡3栗 母 ストールンブライド 母母 グランドクロス 2戦2勝 賞金 17，364，000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） 5頭 カラダロマン号・コーリンバロック号・トーセンマリオン号・ピンクマン号・ランディングバース号

00046 1月11日 晴 良 （27中山1）第4日 第10競走 ��
��1，800�

は つ さ き

初 咲 賞
発走15時00分 （芝・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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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
1：44．9
1：43．9

良
良

56 オメガキングティー 牡5鹿 57 北村 宏司原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 480＋121：47．9 28．0�
33 シュンドルボン 牝4青鹿54 田辺 裕信�下河辺牧場 矢野 英一 日高 下河辺牧場 488＋ 61：48．11	 8．7�
11 ラインハーディー 牝4栗 54 横山 典弘大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 498＋14 〃 ハナ 13．5�
79 ウインフェニックス 牡4鹿 56 石橋 脩�ウイン 奥平 雅士 平取 船越 伸也 476＋ 4 〃 アタマ 2．7�
22 ダイワアクシス 牡6黒鹿57 蛯名 正義大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 456＋ 41：48．31
 7．4	
710 ア ル バ ー ト 牡4栗 56 F．ベリー 林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 458－ 2 〃 ハナ 3．8


（愛）

55 コスモグレースフル 牡6鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 浦河 木村牧場 512＋101：48．4
 26．8�
67 コスモチョコレイ 牝4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 446± 01：48．5
 18．3�
68 ヘルデンテノール 牡5鹿 57 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 510＋ 41：48．81� 6．8
44 アートフェスタ 牡4黒鹿56 G．ブノワ 森山 進氏 本間 忍 浦河 丸幸小林牧場 514＋161：49．01	 62．4�

（仏）

811 ウインミーティア 牝6栗 55 菱田 裕二�ウイン 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 480－ 41：49．1� 71．2�
812 ノーブルジュピタ 牝5鹿 55 江田 照男吉木 伸彦氏 水野 貴広 新冠 秋田牧場 B452＋ 41：49．42 210．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 56，005，100円 複勝： 92，966，200円 枠連： 48，468，400円
馬連： 203，776，300円 馬単： 102，593，900円 ワイド： 81，208，800円
3連複： 228，647，400円 3連単： 410，588，800円 計： 1，224，254，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，800円 複 勝 � 830円 � 270円 � 480円 枠 連（3－5） 6，200円

馬 連 �� 15，110円 馬 単 �� 35，550円

ワ イ ド �� 3，480円 �� 4，830円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 50，990円 3 連 単 ��� 400，640円

票 数

単勝票数 計 560051 的中 � 15951（9番人気）
複勝票数 計 929662 的中 � 26508（9番人気）� 102430（5番人気）� 49358（6番人気）
枠連票数 計 484684 的中 （3－5） 6052（18番人気）
馬連票数 計2037763 的中 �� 10450（36番人気）
馬単票数 計1025939 的中 �� 2164（75番人気）
ワイド票数 計 812088 的中 �� 5982（34番人気）�� 4279（39番人気）�� 13042（19番人気）
3連複票数 計2286474 的中 ��� 3363（97番人気）
3連単票数 計4105888 的中 ��� 743（647番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―25．0―37．3―50．0―1：02．0―1：13．8―1：25．1―1：36．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．9―3F34．1
1
3
7－5，9（6，12）（2，3，4，11）10（1，8）
7（5，9，12）（3，11）4（6，10）2（1，8）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オメガキングティー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2012．8．11 新潟7着

2010．1．26生 牡5鹿 母 ミュージックアワー 母母 ミ ュ ン シ ー 12戦4勝 賞金 41，024，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 オメガキングティー号の騎手北村宏司は，決勝線手前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：1番）
※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



00047 1月11日 晴 良 （27中山1）第4日 第11競走 ��
��1，800�ポルックスステークス

発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬
は超過額1，200万円毎1�増

賞 品
本 賞 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000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

713� イッシンドウタイ 牡6鹿 56 横山 典弘�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 520＋ 61：52．7 19．0�
36 � ランウェイワルツ 牡4栗 55 内田 博幸�下河辺牧場 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 498－ 41：52．91	 2．3�
815 フィールザスマート 牡4青鹿55 田中 勝春櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 502± 0 〃 ハナ 7．1�
59 グランプリブラッド 牡6鹿 56 松岡 正海北側 雅司氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 442＋ 41：53．21
 161．3�
714 リキサンステルス 牡5青鹿56 北村 宏司 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 B486＋10 〃 アタマ 29．8�
612 ロイヤルクレスト 牡7栃栗58 古川 吉洋�木村牧場 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 526± 01：53．51
 32．3	
47 サンマルデューク 牡6黒鹿56 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 506± 01：53．6
 192．2

816 ノースショアビーチ 牡4鹿 55 村田 一誠�G1レーシング 田中 剛 千歳 社台ファーム B490＋ 2 〃 ハナ 8．2�
510 トウシンイーグル �7鹿 56 勝浦 正樹�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント 476－ 41：53．81	 7．0
611 ジ ャ ン ナ 牡7鹿 56 丸田 恭介前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 ノースヒルズマネジメント 482＋ 21：53．9クビ 210．0�
12 マーチャンテイマー 牝6鹿 54 田辺 裕信飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 476－ 41：54．64 31．1�
23 グラッツィア 牡7鹿 57 柴田 善臣山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 494＋ 4 〃 ハナ 36．1�
48 タガノゴールド 牡4栗 55 石橋 脩八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478± 01：54．7� 8．3�
35 インパルスヒーロー 牡5鹿 56 G．ブノワ 佐々木政充氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B508－ 4 〃 アタマ 83．6�

（仏）

11 タイムズアロー 牡7栗 56 F．ベリー �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490－ 8 〃 ハナ 16．2�

（愛）

24 グレートチャールズ 牡6栗 56 後藤 浩輝吉田 和美氏 吉田 直弘 洞湖 メジロ牧場 516＋111：55．33� 28．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 85，205，000円 複勝： 133，241，300円 枠連： 110，806，500円
馬連： 420，180，900円 馬単： 204，928，500円 ワイド： 147，533，500円
3連複： 542，024，900円 3連単： 948，878，100円 計： 2，592，798，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，900円 複 勝 � 390円 � 120円 � 190円 枠 連（3－7） 1，400円

馬 連 �� 2，040円 馬 単 �� 6，660円

ワ イ ド �� 780円 �� 1，810円 �� 330円

3 連 複 ��� 3，990円 3 連 単 ��� 35，440円

票 数

単勝票数 計 852050 的中 � 35715（7番人気）
複勝票数 計1332413 的中 � 58036（7番人気）� 419686（1番人気）� 163175（2番人気）
枠連票数 計1108065 的中 （3－7） 60989（5番人気）
馬連票数 計4201809 的中 �� 159323（6番人気）
馬単票数 計2049285 的中 �� 23071（27番人気）
ワイド票数 計1475335 的中 �� 46933（6番人気）�� 18983（20番人気）�� 129194（1番人気）
3連複票数 計5420249 的中 ��� 101725（10番人気）
3連単票数 計9488781 的中 ��� 19408（103番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．3―12．6―12．4―12．9―12．8―12．8―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―35．9―48．5―1：00．9―1：13．8―1：26．6―1：39．4

コーナー
通過順位

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

2
4

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

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6鹿 母 ラストヒット 母母 ゲートアンドフライ 35戦5勝 賞金 136，704，000円
地方デビュー 2011．4．29 門別

※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。
（非抽選馬） 9頭 アサクサポイント号・キクノストーム号・キズマ号・セイカプリコーン号・トップカミング号・ニシケンモノノフ号・

ネオザウイナー号・リアライズキボンヌ号・ロングロウ号
※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。

00048 1月11日 晴 良 （27中山1）第4日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （芝・右・外）
1000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

612 インスペード 牡6黒鹿57 横山 典弘�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント 494－ 21：08．5 3．6�
713 プロスペラスマム 牝8鹿 55

52 ▲原田 和真本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 520－ 4 〃 クビ 88．2�
611� カ カ リ ア 牝4鹿 54 蛯名 正義加藤 春夫氏 武井 亮 様似 様似共栄牧場 478＋ 21：08．6	 4．1�
714 ニシノミチシルベ 牝4鹿 54

51 ▲石川裕紀人西山 茂行氏 手塚 貴久 新冠 川上牧場 B466＋ 21：08．81 6．7�
510 フリーアズアバード 
7鹿 57 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 金成 貴史 浦河 日進牧場 B476＋ 6 〃 アタマ 68．6�
35 ダイワインスパイア 牡6鹿 57 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか 田上 稔 468－ 4 〃 ハナ 37．4	
815 シニョリーナ 牝4青鹿54 後藤 浩輝髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 小島牧場 B454± 0 〃 ハナ 19．0

11 � カディーシャ 牝6栗 55 江田 照男 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武市 康男 平取 北島牧場 B432± 0 〃 クビ 12．1�
816 ヤサカオディール 牝6黒鹿55 的場 勇人志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 八木 常郎 450＋ 4 〃 同着 21．0�
59 ワキノコクリュウ 牡4青鹿56 吉田 隼人脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 池田牧場 518－ 61：08．9クビ 5．9
36 サクセスフィリア 牝4鹿 54 津村 明秀髙嶋 哲氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 446＋ 8 〃 アタマ 28．6�
47 タカミツスズラン 牝4鹿 54 勝浦 正樹高橋 光雄氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 468＋ 4 〃 クビ 27．2�
12 � リバティーホール 牝6鹿 55 石橋 脩吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 B460＋121：09．0クビ 197．6�
48 スターマイン 牡6青 57 田辺 裕信�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント 492－ 6 〃 クビ 18．4�
24 グリサージュ 牝4芦 54 柴田 大知吉田 哲哉氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 474－ 81：09．21	 23．2�
23 � ペガサスジュニア 牡4栗 56 吉田 豊鶴見 芳子氏 大久保洋吉 米 Dr. Masa-

take Iida B518± 01：10．05 153．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 57，628，000円 複勝： 86，468，900円 枠連： 63，777，900円
馬連： 202，568，400円 馬単： 94，874，700円 ワイド： 88，095，600円
3連複： 259，563，500円 3連単： 403，722，700円 計： 1，256，699，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 2，880円 � 150円 枠 連（6－7） 710円

馬 連 �� 46，250円 馬 単 �� 55，850円

ワ イ ド �� 12，970円 �� 330円 �� 12，430円

3 連 複 ��� 45，450円 3 連 単 ��� 328，130円

票 数

単勝票数 計 576280 的中 � 127817（1番人気）
複勝票数 計 864689 的中 � 157273（2番人気）� 4982（14番人気）� 178126（1番人気）
枠連票数 計 637779 的中 （6－7） 68959（2番人気）
馬連票数 計2025684 的中 �� 3394（79番人気）
馬単票数 計 948747 的中 �� 1274（131番人気）
ワイド票数 計 880956 的中 �� 1599（81番人気）�� 79418（1番人気）�� 1669（78番人気）
3連複票数 計2595635 的中 ��� 4283（134番人気）
3連単票数 計4037227 的中 ��� 892（909番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．2―11．4―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．1―45．5―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F34．4
3 ・（1，5）9（2，11，16）（6，10，12）（14，15）13，8，3，7－4 4 ・（1，5，9）（2，11）（6，16）10（13，12）（14，15）8（3，7）4

勝馬の
紹 介

インスペード �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Mr. Prospector デビュー 2012．3．11 中山4着

2009．5．14生 牡6黒鹿 母 コンプリカーター 母母 オールアバウトスタイル 12戦4勝 賞金 41，189，000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。
（非抽選馬） 1頭 ザラストロ号

４レース目



（27中山1）第4日 1月11日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 183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

199，050，000円
2，080，000円
8，080，000円
1，430，000円
17，850，000円
73，746，000円
5，488，600円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
498，679，400円
751，565，800円
460，513，300円
1，659，585，900円
852，589，100円
722，018，600円
2，045，338，300円
3，252，168，100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 10，242，458，500円

総入場人員 25，679名 （有料入場人員 23，697名）
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