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00049 1月12日 晴 良 （27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

612 カ ネ ー タ 牡3黒鹿 56
53 ▲石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 496± 01：13．9 2．5�

816 ダンガンコゾウ 牡3栗 56 嘉藤 貴行海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 476＋141：14．32� 15．8�
12 ウサギノカケアシ 牡3芦 56 武士沢友治桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 大滝 康晴 476＋ 41：14．4� 33．0�
815 デルタタイム 牡3鹿 56 黛 弘人平本 敏夫氏 蛯名 利弘 新冠 川上 悦夫 452＋ 21：14．5クビ 83．2�
48 コーリンブリリアン 牝3鹿 54 柴田 善臣伊藤 恵子氏 柴田 政人 日高 今井牧場 442－ 4 〃 クビ 11．3�
47 トミケンキルカス 牡3栗 56 三浦 皇成冨樫 賢二氏 大和田 成 新ひだか 飯岡牧場 494± 01：14．6クビ 10．0�
35 デ ィ マ ン ズ 牡3鹿 56 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496＋141：14．7� 4．9	
11 メランコリア 牝3栗 54 津村 明秀
ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 460＋ 81：15．01� 18．6�
713 キ ザ シ 牡3栗 56

53 ▲原田 和真 
フジワラ・ファーム 小桧山 悟 新ひだか 池田牧場 444＋ 6 〃 クビ 178．0�
23 ア ラ マ サ ル 牡3鹿 56 勝浦 正樹
アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 472＋ 21：15．32 5．4
59 フジサンボンド 牡3鹿 56 的場 勇人藤田 秀行氏 的場 均 浦河 三好牧場 478＋ 81：15．4� 303．2�
24 ゼ ノ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也
ターフ・スポート天間 昭一 浦河 笹地牧場 446± 01：16．03� 10．0�
611 ラウレアプリティ 牝3青鹿54 西田雄一郎横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 新ひだか 今 牧場 426＋ 21：16．42� 354．2�
714 ヨシミツクン 牡3鹿 56 柴山 雄一田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 480－101：16．61� 208．8�
510 マテルドロローザ 牝3栗 54

51 ▲長岡 禎仁
ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 426＋ 41：16．81� 129．8�
（15頭）

36 セ ト ハ ニ ー 牝3鹿 54 伊藤 工真難波 澄子氏 田島 俊明 日高 新井 昭二 442＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 24，486，200円 複勝： 40，907，800円 枠連： 19，882，600円
馬連： 65，025，300円 馬単： 34，936，100円 ワイド： 34，476，000円
3連複： 82，892，100円 3連単： 114，785，100円 計： 417，391，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 470円 � 600円 枠 連（6－8） 1，960円

馬 連 �� 2，260円 馬 単 �� 3，520円

ワ イ ド �� 850円 �� 1，180円 �� 5，430円

3 連 複 ��� 16，920円 3 連 単 ��� 58，930円

票 数

単勝票数 差引計 244862（返還計 400） 的中 � 76905（1番人気）
複勝票数 差引計 409078（返還計 626） 的中 � 135376（1番人気）� 16419（8番人気）� 12481（9番人気）
枠連票数 差引計 198826（返還計 57） 的中 （6－8） 7831（9番人気）
馬連票数 差引計 650253（返還計 3036） 的中 �� 22207（8番人気）
馬単票数 差引計 349361（返還計 1557） 的中 �� 7441（12番人気）
ワイド票数 差引計 344760（返還計 1765） 的中 �� 10841（10番人気）�� 7568（15番人気）�� 1567（40番人気）
3連複票数 差引計 828921（返還計 7480） 的中 ��� 3673（52番人気）
3連単票数 差引計1147851（返還計 12955） 的中 ��� 1412（193番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．8―12．8―12．9―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．6―47．4―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ ネ ー タ �
�
父 オンファイア �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2014．10．19 東京10着

2012．4．10生 牡3黒鹿 母 ウ イ ッ チ 母母 エレンディラ 4戦1勝 賞金 7，625，000円
〔競走除外〕 セトハニー号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため装鞍所で競走除外。
※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 コンドルヒデオ号・サンチュータ号・シーセクション号・スティールブルグ号・トゥルースナイト号
（非抽選馬） 1頭 ケンリュウセイ号

00050 1月12日 晴 良 （27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）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

24 エバーキュート 牝3栗 54 C．デムーロ 宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 440－ 21：59．2 2．3�
（仏）

23 カズノネネヒメ 牝3鹿 54 田辺 裕信鈴木 可一氏 小西 一男 浦河 谷川牧場 428－101：59．41� 6．4�
612 ゲ ル ズ 牝3鹿 54 横山 和生杉澤 光雄氏 小野 次郎 新冠 小泉牧場 482＋ 41：59．93 6．7�
713 テ ッ プ シ ー 牝3芦 54 内田 博幸平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 448＋ 42：00．32� 30．3�
11 アモーレエテルノ 牝3芦 54 北村 宏司 �キャロットファーム 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 62：00．72� 11．1�
48 スマートガール 牝3芦 54 G．ブノワ 西村 專次氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 464± 0 〃 クビ 61．4	

（仏）

714 レディゴーラウンド 牝3芦 54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452＋20 〃 ハナ 8．2


12 テイクミーホーム 牝3青鹿54 蛯名 正義大野 富生氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 514＋ 22：01．44 6．4�
611 グラスエンプレス 牝3鹿 54 吉田 隼人半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 502－ 42：01．5クビ 282．3�
510 サ ン セ ド ナ 牝3栗 54

51 ▲井上 敏樹加藤 信之氏 伊藤 伸一 新ひだか 漆原 武男 446－ 2 〃 ハナ 222．0
815 デルマゴシンゾサン 牝3栗 54

51 ▲長岡 禎仁浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 394＋ 22：01．81� 337．3�
47 ナンヨーチーク 牝3栗 54 柴田 善臣中村 德也氏 畠山 吉宏 浦河 三好牧場 512± 02：02．75 170．7�
59 カズノマンナ 牝3鹿 54 石橋 脩鈴木 可一氏 田村 康仁 新ひだか 城地 清満 466± 02：03．12� 15．0�
816 キタサンアカツキ 牝3鹿 54 三浦 皇成�大野商事 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 460－ 42：05．0大差 95．7�
36 ヨイチフレーム 牝3鹿 54 江田 照男加藤 興一氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 452＋ 22：05．74 268．3�
35 トレイケイトカフェ 牝3鹿 54 二本柳 壮西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 468± 02：06．12� 230．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，726，300円 複勝： 44，806，400円 枠連： 18，284，500円
馬連： 61，652，200円 馬単： 36，794，300円 ワイド： 32，667，300円
3連複： 76，872，800円 3連単： 112，932，600円 計： 409，736，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 140円 � 140円 枠 連（2－2） 720円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 270円 �� 280円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，170円 3 連 単 ��� 3，720円

票 数

単勝票数 計 257263 的中 � 88257（1番人気）
複勝票数 計 448064 的中 � 148022（1番人気）� 68349（2番人気）� 64049（3番人気）
枠連票数 計 182845 的中 （2－2） 19456（4番人気）
馬連票数 計 616522 的中 �� 67257（1番人気）
馬単票数 計 367943 的中 �� 26424（1番人気）
ワイド票数 計 326673 的中 �� 33091（1番人気）�� 30442（2番人気）�� 15566（5番人気）
3連複票数 計 768728 的中 ��� 49174（1番人気）
3連単票数 計1129326 的中 ��� 21982（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．8―37．9―51．1―1：04．2―1：17．7―1：31．4―1：45．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F55．0―3F41．5
1
3
16（4，9，14）10（6，15）5，12（3，7）11（2，13）（1，8）・（16，9，14）（4，12）3（10，15，13）2（7，8）（5，11）（6，1）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エバーキュート �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．10．11 東京4着

2012．4．22生 牝3栗 母 フレジェール 母母 スキーパラダイス 4戦1勝 賞金 8，700，000円
〔制裁〕 エバーキュート号の騎手C．デムーロは，3コーナーでの御法（前の馬に接触した）について戒告。（被害馬：9番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キタサンアカツキ号・ヨイチフレーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年

2月12日まで平地競走に出走できない。
トレイケイトカフェ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年3月12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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ダイメイエンパイア号・フジノキララ号・マカワオクイーン号・ミヤコエンパイア号
（非抽選馬） 1頭 ラブセレナード号
※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。

第１回 中山競馬 第５日



00051 1月12日 晴 良 （27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

611 ワ ン ボ ー イ 牡3栗 56 田中 勝春稲川 一氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 486－ 21：58．5 4．4�
612� ショウナンアイ 牝3栗 54 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 米 Padua Sta-

bles, LLC 466－ 21：58．6� 4．6�
23 ロックキャンディ 牝3黒鹿54 柴山 雄一�Basic 土田 稔 新冠 佐藤 信広 478± 01：58．7� 3．0�
11 ツクバイーメーカー 牡3鹿 56 横山 和生荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 新冠 ムラカミファーム 502－ 21：59．44 33．4�
714 ゴールドクェスト 牡3鹿 56 木幡 初広居城 要氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム 474＋ 2 〃 クビ 8．1�
48 ロードステルス 牡3鹿 56 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 新冠 有限会社 大

作ステーブル 462＋ 81：59．5	 21．4	
59 ティティショウジュ 牡3黒鹿56 柴田 善臣田畑 利彦氏 石毛 善彦 新ひだか 桑嶋 峰雄 474－ 41：59．6	 23．9

816 エレガントソング 牝3黒鹿54 吉田 隼人 �シルクレーシング 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 474± 01：59．92 33．2�
510 マスタープラマー 牡3栗 56

53 ▲木幡 初也岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 82：00．75 462．5
36 � アメリカンゴールド 牡3鹿 56 三浦 皇成吉澤 克己氏 戸田 博文 愛 Society Selec-

tion Syndicate 522＋ 8 〃 ハナ 20．6�
815 エ リ ー 牝3栗 54 黛 弘人山本 武司氏 奥平 雅士 平取 びらとり牧場 452＋ 22：01．12� 133．8�
713 ブラックバスター 牡3青鹿56 大野 拓弥杉山 忠国氏 高柳 瑞樹 新ひだか 明治牧場 478＋10 〃 アタマ 127．1�
12 トーセンスラッガー 牡3黒鹿56 武士沢友治島川 �哉氏 古賀 史生 新ひだか 乾 皆雄 452－ 62：01．2	 35．4�
47 ラブアストン 牡3青鹿56 戸崎 圭太 M・

Kenichiホールディング� 小島 茂之 日高 モリナガファーム 440＋ 4 〃 ハナ 10．2�
35 トップロック 牡3鹿 56 勝浦 正樹松尾 正氏 小野 次郎 秋田 松尾 豊 484＋ 22：03．1大差 83．5�
24 テイエムスサノオー 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高テイエム
牧場株式会社 456＋ 82：04．69 237．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，467，600円 複勝： 44，730，600円 枠連： 22，257，900円
馬連： 74，671，900円 馬単： 40，347，200円 ワイド： 38，679，600円
3連複： 93，593，100円 3連単： 128，388，200円 計： 473，136，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 160円 � 120円 枠 連（6－6） 1，510円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 2，430円

ワ イ ド �� 440円 �� 370円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，240円 3 連 単 ��� 8，790円

票 数

単勝票数 計 304676 的中 � 54709（2番人気）
複勝票数 計 447306 的中 � 65250（3番人気）� 67001（2番人気）� 110790（1番人気）
枠連票数 計 222579 的中 （6－6） 11406（6番人気）
馬連票数 計 746719 的中 �� 48079（3番人気）
馬単票数 計 403472 的中 �� 12439（6番人気）
ワイド票数 計 386796 的中 �� 21468（3番人気）�� 26868（2番人気）�� 30856（1番人気）
3連複票数 計 935931 的中 ��� 56474（1番人気）
3連単票数 計1283882 的中 ��� 10587（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．1―38．5―52．4―1：05．5―1：18．4―1：31．5―1：45．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．0―3F40．1
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ワ ン ボ ー イ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．11．8 東京5着

2012．2．4生 牡3栗 母 モスフロックス 母母 センボンザクラ 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔発走状況〕 エリー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 エリー号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムスサノオー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年2月12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。
（非抽選馬） 6頭 ウインフォーエバー号・カシマデンコウ号・カラッカゼ号・コスモアルマク号・ライトザライト号・レアルイモン号

00052 1月12日 晴 良 （27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

816 マルターズシャトル 牡3栗 56 吉田 隼人藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 508 ―1：14．0 2．7�
47 ダークグリーン 牡3青鹿56 横山 典弘�須野牧場 尾関 知人 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 444 ―1：14．31� 4．9�
510 ニシノアンジュ 牝3栗 54

51 ▲石川裕紀人西村 亮二氏 武井 亮 新ひだか 米田牧場 444 ―1：14．4� 7．1�
815 デュアルフレイム 牡3栗 56 戸崎 圭太 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 460 ―1：14．61� 11．8�
59 ヴ ァ ッ ハ ウ 牡3鹿 56 北村 宏司	ラ・メール 新開 幸一 新冠 赤石 久夫 472 ―1：14．7� 8．6

714 ゼ ン ザ イ 牝3栗 54 西田雄一郎 Him Rock Racing 上原 博之 新冠 ハクツ牧場 414 ―1：14．8クビ 18．8�
612 ダノンエンジェル 牝3鹿 54 蛯名 正義	ダノックス 久保田貴士 千歳 社台ファーム 424 ―1：15．54 5．7�
23 カクテルトウショウ 牝3栗 54 的場 勇人トウショウ産業	 的場 均 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 430 ―1：15．71� 122．2
35 アイズフォワード 牡3栗 56 勝浦 正樹�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 470 ―1：15．8� 136．0�
713 ローズハット 牝3栗 54

51 ▲伴 啓太平本 敏夫氏 加藤 和宏 日高 原田牧場 448 ―1：15．9� 123．1�
12 ケンブリッジノア 牝3栃栗 54

51 ▲井上 敏樹中西 宏彰氏 星野 忍 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 452 ―1：16．0クビ 30．3�

11 エフティロビン 牡3鹿 56 柴田 大知吉野 英子氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 414 ―1：16．21	 75．6�
24 キンショーナデシコ 牝3栗 54 丸山 元気礒野日出夫氏 根本 康広 新冠 競優牧場 452 ―1：16．3� 120．1�
611 ヴァングローリアス 牝3鹿 54 松岡 正海日下部勝德氏 伊藤 伸一 新冠 有限会社 大

作ステーブル 440 ―1：16．72� 52．7�
36 ギ ミ ッ ク 牡3鹿 56 後藤 浩輝髙瀬 真尚氏 本間 忍 日高 本間牧場 458 ―1：17．02 49．5�
48 マスココット 牝3栗 54

51 ▲原田 和真上田 忠男氏 二本柳俊一 新ひだか 畠山牧場 400 ―1：18．06 311．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，517，400円 複勝： 38，149，400円 枠連： 22，080，500円
馬連： 65，821，200円 馬単： 37，833，000円 ワイド： 33，051，200円
3連複： 74，304，700円 3連単： 108，733，400円 計： 409，490，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 160円 � 180円 枠 連（4－8） 670円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 320円 �� 420円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，680円 3 連 単 ��� 5，710円

票 数

単勝票数 計 295174 的中 � 85521（1番人気）
複勝票数 計 381494 的中 � 85950（1番人気）� 59821（2番人気）� 47375（4番人気）
枠連票数 計 220805 的中 （4－8） 25249（3番人気）
馬連票数 計 658212 的中 �� 66086（1番人気）
馬単票数 計 378330 的中 �� 25051（1番人気）
ワイド票数 計 330512 的中 �� 28178（1番人気）�� 20166（2番人気）�� 11808（7番人気）
3連複票数 計 743047 的中 ��� 33063（2番人気）
3連単票数 計1087334 的中 ��� 13789（3番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．4―12．5―12．9―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．6―47．1―1：00．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．8―3F39．4
3 ・（1，10）－16－（3，7）－14（9，15）11－（4，12）13－5－6，2＝8 4 10（1，16）－7，3－（14，11）9，15－（4，12）13，5－（6，2）＝8

勝馬の
紹 介

マルターズシャトル �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Spinning World 初出走

2012．3．14生 牡3栗 母 マルターズホビー 母母 Buckarina 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※ヴァングローリアス号・ゼンザイ号・ダノンエンジェル号・ニシノアンジュ号・ローズハット号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したも
のとみなした。



00053 1月12日 晴 良 （27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）
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

815 グランシルク 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �シルクレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 478＋ 61：35．1 2．8�
47 ジャストフォーユー 牡3鹿 56 田辺 裕信 �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 480＋281：35．42 43．9�
611 ボンボンキャスト 牝3黒鹿54 北村 宏司山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 488＋ 21：35．61� 2．7�
58 ロジダーリング 牡3鹿 56 大野 拓弥久米田正明氏 新開 幸一 洞�湖 レイクヴィラファーム B458－ 21：36．02	 27．4�
23 リュウノースジョイ 牝3鹿 54 蛯名 正義�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 450－ 21：36．1クビ 6．3	
712 キョウワクラウド 牡3黒鹿56 吉田 豊�協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 470＋16 〃 アタマ 191．7

35 マイネルクレイモア 牡3芦 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 456＋24 〃 クビ 5．9�
46 バトルトリープ 牝3青鹿 54

51 ▲石川裕紀人宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 434＋161：36．2クビ 222．9�
11 ワインシャワー 牡3黒鹿56 梶 晃啓 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 岡田スタツド 474＋141：36．3	 12．5
34 クリノテツマン 牡3栗 56 丸田 恭介栗本 博晴氏 石毛 善彦 新冠 堤 牧場 462＋101：36．4	 70．2�
610 カラマンシー 牝3栗 54 石橋 脩�G1レーシング 天間 昭一 千歳 社台ファーム 424＋181：36．61� 240．0�
59 デスドロップ 牝3鹿 54 勝浦 正樹畑佐 博氏 岩戸 孝樹 浦河 富田牧場 400＋101：36．91
 170．7�
22 ゼ ー レ 牡3青 56 村田 一誠落合 幸弘氏 田中 剛 日高 日高大洋牧場 438＋ 81：37．11	 51．4�
814 ゴールデンコリーダ 牝3栗 54 嘉藤 貴行永田 清男氏 高木 登 千歳 社台ファーム 450± 01：38．27 205．8�
713 ツクバカンターレ 牝3青鹿54 柴山 雄一細谷 武史氏 蛯名 利弘 別海 野付ライディ

ングファーム 458－ 21：40．6大差 323．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 30，342，500円 複勝： 40，689，000円 枠連： 19，100，100円
馬連： 76，329，500円 馬単： 46，774，100円 ワイド： 37，958，200円
3連複： 97，546，700円 3連単： 167，694，200円 計： 516，434，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 620円 � 120円 枠 連（4－8） 4，920円

馬 連 �� 6，970円 馬 単 �� 7，590円

ワ イ ド �� 1，860円 �� 180円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 3，720円 3 連 単 ��� 23，780円

票 数

単勝票数 計 303425 的中 � 86289（2番人気）
複勝票数 計 406890 的中 � 98895（2番人気）� 9077（7番人気）� 114245（1番人気）
枠連票数 計 191001 的中 （4－8） 3005（15番人気）
馬連票数 計 763295 的中 �� 8484（18番人気）
馬単票数 計 467741 的中 �� 4619（21番人気）
ワイド票数 計 379582 的中 �� 4308（18番人気）�� 71681（1番人気）�� 6260（14番人気）
3連複票数 計 975467 的中 ��� 19664（10番人気）
3連単票数 計1676942 的中 ��� 5112（58番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．3―12．0―12．3―12．2―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．4―34．7―46．7―59．0―1：11．2―1：23．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．4―3F36．1

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

勝馬の
紹 介

グランシルク �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Dynaformer デビュー 2014．11．24 東京2着

2012．4．8生 牡3鹿 母 ル シ ル ク 母母 Queue 3戦1勝 賞金 9，100，000円
〔発走状況〕 デスドロップ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ツクバカンターレ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年2月12日まで平地

競走に出走できない。
※出走取消馬 マテンロウプリマ号（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11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ヴァンドデセール号・ディスコルディア号・ユッコ号・レーヴラヴィッサン号
（非抽選馬） 7頭 キスザスターズ号・クインズミラーグロ号・クワドループル号・パシナ号・パブリックフレンド号・

プルガステル号・ペイシャクィーン号

00054 1月12日 晴 良 （27中山1）第5日 第6競走 ��
��2，400�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
2：28．8
2：28．6

重
不良

79 アカノジュウハチ 牡4芦 56 田中 勝春根本 忠義氏 尾関 知人 平取 坂東牧場 506± 02：38．7 8．1�
22 トゥインクル 牡4栗 56 田辺 裕信畑佐 博氏 高柳 瑞樹 日高 いとう牧場 474＋ 22：39．44 7．9�
78 フジマサクラウン 牡4鹿 56 北村 宏司藤原 正一氏 松永 康利 千歳 社台ファーム 508＋ 2 〃 ハナ 2．9�
66 マ ル マ ロ ス 牡5芦 57 三浦 皇成ディアレスト 新開 幸一 新ひだか 稲葉牧場 520－ 4 〃 ハナ 24．6�
67 グラスプリマ 牝4鹿 54 蛯名 正義半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 520－ 22：39．71� 7．5�
810 ビッグバンドジャズ 牡5黒鹿57 後藤 浩輝下河	美智子氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 B504＋ 62：39．8� 3．5

44 ヘイローフォンテン 牡5鹿 57 柴田 善臣吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 B518－ 42：40．12 10．6�
811 ランドントウォーク 牡4青鹿56 藤田 伸二井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 B490＋ 42：42．0大差 208．7�
11 リ ヴ ァ ロ 牝5鹿 55 戸崎 圭太四本 昭弘氏 田中 剛 千歳 社台ファーム B456± 02：42．2� 33．9
33 	 テ ス テ ィ コ 牝4芦 54 石橋 脩吉田 和美氏 木村 哲也 米 Casner

Racing, LP 516± 02：42．94 31．9�
55 サトノミラクル 牡4鹿 56 F．ベリー 里見 治氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 556＋ 62：43．96 20．2�

（愛）

（11頭）

売 得 金
単勝： 28，618，300円 複勝： 42，389，600円 枠連： 18，242，800円
馬連： 75，355，800円 馬単： 41，311，400円 ワイド： 35，956，000円
3連複： 84，897，400円 3連単： 146，796，900円 計： 473，568，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 260円 � 190円 � 140円 枠 連（2－7） 950円

馬 連 �� 4，900円 馬 単 �� 8，740円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 540円 �� 420円

3 連 複 ��� 3，330円 3 連 単 ��� 28，120円

票 数

単勝票数 計 286183 的中 � 27926（5番人気）
複勝票数 計 423896 的中 � 34234（5番人気）� 53066（4番人気）� 100273（1番人気）
枠連票数 計 182428 的中 （2－7） 14810（3番人気）
馬連票数 計 753558 的中 �� 11906（20番人気）
馬単票数 計 413114 的中 �� 3545（34番人気）
ワイド票数 計 359560 的中 �� 6225（19番人気）�� 17157（6番人気）�� 23334（3番人気）
3連複票数 計 848974 的中 ��� 19067（11番人気）
3連単票数 計1467969 的中 ��� 3784（97番人気）

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

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―25．5―38．7―52．1―1：06．4―1：20．8―1：34．3―1：46．7―1：58．8―2：11．3―2：24．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F52．0―3F39．9
1
�
6，4（7，8）10，1－9，3，2－11，5・（6，4）8－7（9，10）2－5（1，3）11

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アカノジュウハチ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Rubiano デビュー 2013．11．30 中山1着

2011．3．30生 牡4芦 母 ル ビ ア 母母 Dazzling Dixie 6戦2勝 賞金 16，729，000円
※マルマロス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



00055 1月12日 晴 良 （27中山1）第5日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時15分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

816 シュナップス 牡5栗 57 戸崎 圭太藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 466＋ 61：12．0 2．3�
612 ノッキングオン 牡5鹿 57 田辺 裕信松尾 正氏 高柳 瑞樹 新ひだか グランド牧場 450＋121：12．32 19．4�
713 ダイメイリシャール 牡4栗 56

53 ▲井上 敏樹宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 502± 01：12．72� 10．6�
36 レッドジョーカー 牡7黒鹿57 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新ひだか 水上 習孝 B540＋ 41：12．8� 20．0�
815 ドラゴンビューティ 牡5鹿 57 武士沢友治 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 516＋ 6 〃 クビ 47．4�
11 コアレスキング 牡5鹿 57 蛯名 正義小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 コアレススタッド 546＋221：12．9� 15．7	
510 ダブルフェイス 牡4栗 56 津村 明秀山口 敦広氏 和田正一郎 新冠 有限会社 大

作ステーブル 530＋ 41：13．1� 5．6

47 セ イ ク ラ ベ 牝5青鹿55 大野 拓弥江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 安達 洋生 468－ 41：13．2� 42．4�
35 トウカイチャーム 牡7栗 57

54 ▲石川裕紀人内村 正則氏 栗田 博憲 平取 二風谷ファーム 478＋ 21：13．3� 35．1�
23 ロマンシーズ 牡4鹿 56 丸田 恭介菅 實氏 石毛 善彦 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 522＋10 〃 ハナ 240．2
48 � ヒミノコンドル 牡5鹿 57

54 ▲木幡 初也佐々木八郎氏 天間 昭一 新冠 須崎牧場 530＋10 〃 ハナ 224．1�
59 オリエンタルエジル 牡5鹿 57

54 ▲長岡 禎仁棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか 友田牧場 510＋161：13．4� 124．3�
24 バトルヴェルデ 牝4鹿 54 吉田 隼人宮川 秋信氏 牧 光二 新冠 若林牧場 462＋ 81：13．5クビ 114．2�
12 セクシーボーイ 牡4鹿 56 G．ブノワ �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B482＋ 2 〃 ハナ 4．2�
（仏）

714 ノースエット 牡4黒鹿56 北村 宏司平賀 久枝氏 小笠 倫弘 浦河 鎌田 正嗣 B518＋ 41：14．03 23．4�
611 フレンチフェロー 	4鹿 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 中橋 正 454＋ 2 〃 ハナ 56．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，469，800円 複勝： 44，491，800円 枠連： 27，202，400円
馬連： 88，569，100円 馬単： 47，667，300円 ワイド： 44，962，700円
3連複： 104，518，300円 3連単： 159，258，400円 計： 549，139，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 440円 � 260円 枠 連（6－8） 1，640円

馬 連 �� 2，110円 馬 単 �� 3，050円

ワ イ ド �� 850円 �� 540円 �� 2，370円

3 連 複 ��� 5，600円 3 連 単 ��� 21，810円

票 数

単勝票数 計 324698 的中 � 109000（1番人気）
複勝票数 計 444918 的中 � 130757（1番人気）� 19010（6番人気）� 36398（4番人気）
枠連票数 計 272024 的中 （6－8） 12808（8番人気）
馬連票数 計 885691 的中 �� 32478（7番人気）
馬単票数 計 476673 的中 �� 11696（9番人気）
ワイド票数 計 449627 的中 �� 13587（6番人気）�� 22727（4番人気）�� 4589（27番人気）
3連複票数 計1045183 的中 ��� 13988（17番人気）
3連単票数 計1592584 的中 ��� 5294（53番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．5―12．4―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．1―46．5―58．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．4―3F37．9
3 2，10，16，13（9，12）（11，15）（4，3）（1，6）－（5，7）8，14 4 2，10，16（9，13，12）15（4，11）（3，6）1（5，7）8－14

勝馬の
紹 介

シュナップス �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2012．12．2 中山7着

2010．3．27生 牡5栗 母 リトルスポーツカー 母母 Ring of Fire 22戦2勝 賞金 33，120，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 エストゥペンド号・コンテベルデ号・ジョバイロ号
※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12日 晴 良 （27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 10，500，000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
1：48．5
1：47．8

重
重

713� シンワウォッカ 牝6鹿 55 藤田 伸二ロイヤルパーク 白井 寿昭 むかわ 安田 幸子 482－121：56．2 5．0�
816 ショウナンアズサ 牝5鹿 55 G．ブノワ 国本 哲秀氏 高野 友和 日高 シンボリ牧場 524± 0 〃 アタマ 14．7�

（仏）

47 タ プ ロ ー ム 牝5鹿 55
52 ▲石川裕紀人清水 敏氏 南田美知雄 浦河 室田 千秋 518＋ 81：56．3� 95．0�

48 アスカクイン 牝4栗 54 吉田 豊上野 武氏 本間 忍 新ひだか 藤原牧場 482＋ 21：56．4� 11．8�
35 ベルフィオーレ 牝4黒鹿54 戸崎 圭太 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 432－ 2 〃 クビ 2．8�
815 デルマハンニャ 牝5鹿 55 柴田 大知浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 450＋ 61：56．61 68．9	
12 メリーウィドウ 牝4鹿 54 津村 明秀 
シルクレーシング 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 502＋ 21：56．81� 6．2�
23 ショウリノウタゲ 牝5鹿 55 三浦 皇成平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 川端 正博 530－ 41：56．9クビ 66．9�
11 マキノクィーン 牝5鹿 55 蛯名 正義島宮 萬喜氏 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 494－ 21：57．53� 28．4
36 ウルティマミューズ 牝4鹿 54 北村 友一
前川企画 野中 賢二 日高 藤本ファーム 436－ 8 〃 アタマ 9．2�
612 リサプシュケ 牝4鹿 54 吉田 隼人西森 鶴氏 中川 公成 様似 髙村 伸一 484－ 61：57．6� 27．1�
510 シャドウライフ 牝6黒鹿55 C．デムーロ 飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 464＋ 21：57．7	 29．9�

（仏）

611 ファイトユアソング 牝4鹿 54 黛 弘人
グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 426－ 21：58．12� 81．8�
714 スターライラック 牝6鹿 55 内田 博幸庄野 昭彦氏 中川 公成 日高 庄野牧場 470＋ 41：59．27 80．8�
24 ラ ブ ユ ー 牝4栗 54 大野 拓弥
サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 494＋ 22：00．37 22．9�
59 ニシノシュロ 牝4青鹿54 田辺 裕信西山 茂行氏 今野 貞一 新冠 川上牧場 502＋122：00．5	 15．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，144，800円 複勝： 60，264，200円 枠連： 36，218，800円
馬連： 114，159，500円 馬単： 58，636，100円 ワイド： 58，030，500円
3連複： 139，011，300円 3連単： 200，683，200円 計： 709，148，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 230円 � 390円 � 1，740円 枠 連（7－8） 2，450円

馬 連 �� 3，340円 馬 単 �� 5，470円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 6，980円 �� 18，250円

3 連 複 ��� 138，820円 3 連 単 ��� 568，340円

票 数

単勝票数 計 421448 的中 � 67185（2番人気）
複勝票数 計 602642 的中 � 82796（3番人気）� 40421（6番人気）� 7547（14番人気）
枠連票数 計 362188 的中 （7－8） 11456（9番人気）
馬連票数 計1141595 的中 �� 26465（10番人気）
馬単票数 計 586361 的中 �� 8035（16番人気）
ワイド票数 計 580305 的中 �� 13131（10番人気）�� 2110（69番人気）�� 802（98番人気）
3連複票数 計1390113 的中 ��� 751（286番人気）
3連単票数 計2006832 的中 ��� 256（1307番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―37．5―50．9―1：04．2―1：16．8―1：29．6―1：42．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．4
1
3
9，16，14（11，15）（4，13）（2，5，12）（3，6）－（1，8）10，7・（9，16，7）14（13，15）（11，5，12，6）（2，10）3（4，1，8）

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

勝馬の
紹 介

�シンワウォッカ �
�
父 シーキングザダイヤ �

�
母父 リンドシェーバー

2009．5．7生 牝6鹿 母 ビーマイプリンセス 母母 ニッポーダイリン 41戦2勝 賞金 73，790，000円
地方デビュー 2011．10．12 門別

※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。
（非当選馬） 2頭 ブライトエルフ号・ブルーボサノヴァ号
（非抽選馬） 1頭 ファンシーミューズ号
※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12日 晴 良 （27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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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

59 サルバドールハクイ 牡5鹿 57 戸崎 圭太則武 輝一氏 相沢 郁 浦河 北俣ファーム B460－ 21：12．0 5．2�
12 ミステリートレイン 牡7鹿 57 後藤 浩輝金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 520＋121：12．1� 22．1�
611 コーリンギデオン 牡6鹿 57 横山 和生伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 486－ 21：12．2� 34．5�
714 フランチャイズ 牡6栗 57 吉田 豊島田 久氏 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム 516＋ 21：12．83� 29．7�
510 ヒカリブランデー 牡4鹿 56 F．ベリー �ヒカリクラブ 池上 昌弘 浦河 笠松牧場 482－ 21：13．33 11．8�

（愛）

23 デルマヌラリヒョン 牡5鹿 57 田辺 裕信浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム 504＋ 81：13．4� 2．2	
713	 ラブミーブルー 牝4栗 54 柴田 大知小林 祥晃氏 上原 博之 新冠 サンローゼン 442－14 〃 ハナ 95．9

47 ヴ ァ ー ノ ン 牡4栗 56 柴田 善臣�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 502± 01：13．5� 6．8�
815 ウインプロスパー 牡5鹿 57 丹内 祐次�ウイン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 528＋ 41：13．71
 149．4
24 スズヨストラ 牡5栗 57 北村 宏司鈴木与四郎氏 松永 康利 新ひだか 岡田スタツド 476－ 81：13．8クビ 9．1�
36 ル ミ ニ ズ ム 牡4黒鹿56 丸田 恭介 �社台レースホース大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502－ 6 〃 ハナ 12．0�
612	 スウェプトアロー 牡6芦 57 大野 拓弥矢野 秀春氏 池上 昌弘 様似 様似堀牧場 B482± 01：13．9� 78．9�
48 サンセルマン 牡6黒鹿57 丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 472－ 41：14．11
 388．5�
35 	 セレブレートサマー 牝6栗 55 柴山 雄一柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 492＋10 〃 クビ 348．2�
816 カフェラビリンス 牡8鹿 57 吉田 隼人西川 恭子氏 高木 登 千歳 社台ファーム 532－ 21：14．2� 288．1�
11 デリケートアーチ 牝6栃栗55 C．デムーロ �社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム B490＋ 21：14．41 21．4�

（仏）

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，231，800円 複勝： 76，084，900円 枠連： 41，233，500円
馬連： 149，119，800円 馬単： 76，714，500円 ワイド： 69，102，300円
3連複： 177，131，100円 3連単： 290，900，800円 計： 928，518，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 200円 � 540円 � 760円 枠 連（1－5） 1，770円

馬 連 �� 5，420円 馬 単 �� 9，750円

ワ イ ド �� 1，750円 �� 1，900円 �� 6，500円

3 連 複 ��� 38，040円 3 連 単 ��� 140，600円

票 数

単勝票数 計 482318 的中 � 73487（2番人気）
複勝票数 計 760849 的中 � 120145（2番人気）� 33560（7番人気）� 22641（10番人気）
枠連票数 計 412335 的中 （1－5） 17971（7番人気）
馬連票数 計1491198 的中 �� 21321（19番人気）
馬単票数 計 767145 的中 �� 5897（33番人気）
ワイド票数 計 691023 的中 �� 10283（20番人気）�� 9453（21番人気）�� 2688（50番人気）
3連複票数 計1771311 的中 ��� 3492（91番人気）
3連単票数 計2909008 的中 ��� 1500（389番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．3―12．4―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．8―46．2―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サルバドールハクイ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2012．11．4 東京2着

2010．3．21生 牡5鹿 母 ホウライホーセキ 母母 ホウライコメット 18戦4勝 賞金 55，439，000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。

00058 1月12日 晴 良 （27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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：29．5

良
良

812 トーセンアルニカ 牝5鹿 55 F．ベリー 島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ
スティファーム 466＋162：33．3 5．3�

（愛）

67 スズカヴァンガード �4栗 56 西田雄一郎永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 472＋ 22：33．51	 4．1�
710
 サクラボールド 牡8栗 57 横山 典弘�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 482＋ 22：33．6クビ 7．2�
79 マイネルアイザック 牡6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 B466＋ 42：33．81� 19．4�
55 マイネルジェイド 牡5鹿 57 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 458＋102：34．01� 5．5	
68 ブリッジクライム 牝6鹿 55 柴田 善臣吉田 照哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 472＋ 8 〃 ハナ 12．0

44 ロジサンデー 牡6鹿 57 後藤 浩輝久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか 田中 裕之 478＋ 62：34．42	 37．2�
33 ア ロ ヒ ラ ニ 牡6黒鹿57 田辺 裕信 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム B450＋ 42：34．5	 6．3
811 メイショウカドマツ 牡6栗 57 津村 明秀松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 534＋ 82：35．13	 8．4�
11 エ ス ペ リ ア 牡6栗 57 G．ブノワ 佐々木雄二氏 松元 茂樹 日高 モリナガファーム 460－ 22：35．42 41．4�

（仏）

22 スーサングレート 牡7栗 57 丸田 恭介林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B506－ 42：35．93 30．7�
56 マイネルリヒト 牡6鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 日高 山際 辰夫 484＋ 62：36．11 79．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 49，112，700円 複勝： 77，638，600円 枠連： 43，822，200円
馬連： 185，004，400円 馬単： 84，261，200円 ワイド： 72，889，600円
3連複： 209，475，200円 3連単： 338，583，300円 計： 1，060，787，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 200円 � 140円 � 200円 枠 連（6－8） 470円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 2，290円

ワ イ ド �� 450円 �� 670円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，100円 3 連 単 ��� 9，820円

票 数

単勝票数 計 491127 的中 � 72779（2番人気）
複勝票数 計 776386 的中 � 92943（3番人気）� 167916（1番人気）� 87861（5番人気）
枠連票数 計 438222 的中 （6－8） 71287（1番人気）
馬連票数 計1850044 的中 �� 122490（1番人気）
馬単票数 計 842612 的中 �� 27487（2番人気）
ワイド票数 計 728896 的中 �� 42350（1番人気）�� 27033（7番人気）�� 34198（4番人気）
3連複票数 計2094752 的中 ��� 74500（2番人気）
3連単票数 計3385833 的中 ��� 24983（7番人気）

ハロンタイム 7．2―11．4―11．3―11．3―12．1―13．4―12．2―12．5―11．8―11．9―12．7―12．5―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．2―18．6―29．9―41．2―53．3―1：06．7―1：18．9―1：31．4―1：43．2―1：55．1―2：07．8―2：20．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーセンアルニカ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2012．11．17 東京6着

2010．1．18生 牝5鹿 母 セシルブルース 母母 セシルカット 17戦5勝 賞金 94，999，000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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アドマイヤバラード号・ヴァーゲンザイル号・シャドウダンサー号・メジャープレゼンス号・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12日 晴 良 （27中山1）第5日 第11競走 ��
��1，600�第31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 581，000円 166，000円 83，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

24 ノットフォーマル 牝3黒鹿54 黛 弘人芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 千代田牧場 458－ 81：35．2 34．9�
815 ロ ー デ ッ ド 牝3鹿 54 戸崎 圭太 Him Rock Racing 荒川 義之 浦河 	川 啓一 456＋ 61：35．3
 19．1�
11 テンダリーヴォイス 牝3鹿 54 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 414－ 81：35．4
 6．4�
12 コートシャルマン 牝3鹿 54 C．デムーロ �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 440－ 6 〃 ハナ 4．2�

（仏）

714 メイショウメイゲツ 牝3鹿 54 蛯名 正義松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 432± 01：35．5
 14．7	
713 アドマイヤピンク 牝3栗 54 丸山 元気近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 452± 01：35．6クビ 22．0

816 トーセンラーク 牝3栗 54 吉田 隼人島川 �哉氏 菅原 泰夫 浦河 中神牧場 484＋ 2 〃 クビ 13．7�
510 カービングパス 牝3鹿 54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 462－ 2 〃 ハナ 4．0
59 エヴァンジル 牝3黒鹿54 田辺 裕信岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 奥山 博 456－ 81：35．8
 9．3�
612 ギンザヴィクトリア 牝3黒鹿54 勝浦 正樹有馬 博文氏 水野 貴広 新冠 新冠橋本牧場 430＋ 8 〃 クビ 59．2�
47 ハナズプルメリア 牝3黒鹿54 三浦 皇成M．タバート氏 加藤 和宏 日高 シンボリ牧場 406－ 21：35．9クビ 98．0�
36 オーミアリス 牝3黒鹿55 北村 友一岩﨑 僖澄氏 藤沢 則雄 新冠 松木 加代 440－ 41：36．11� 6．9�
611 ナイアガラモンロー 牝3鹿 54 大野 拓弥塩田 清氏 堀井 雅広 浦河 	川 啓一 500＋ 21：36．41
 124．6�
48 マ ラ ケ シ ュ 牝3青鹿54 G．ブノワ 片山 博志氏 佐藤 吉勝 新冠 村上牧場 472－ 61：36．61� 43．7�

（仏）

23 ヤマタケマツリ 牝3鹿 54 田中 勝春山中 和子氏 萱野 浩二 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 61：38．4大差 149．7�
35 トラストレイカ 牝3鹿 54 横山 典弘菅波 雅巳氏 尾関 知人 新ひだか 嶋田牧場 440± 01：39．03� 31．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 173，388，300円 複勝： 230，948，800円 枠連： 191，748，700円
馬連： 718，153，600円 馬単： 323，485，400円 ワイド： 258，042，700円
3連複： 1，014，793，800円 3連単： 1，698，575，400円 計： 4，609，136，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，490円 複 勝 � 720円 � 600円 � 260円 枠 連（2－8） 10，350円

馬 連 �� 32，220円 馬 単 �� 68，300円

ワ イ ド �� 7，640円 �� 2，730円 �� 1，850円

3 連 複 ��� 53，320円 3 連 単 ��� 482，170円

票 数

単勝票数 計1733883 的中 � 39689（11番人気）
複勝票数 計2309488 的中 � 77399（10番人気）� 94854（9番人気）� 266688（3番人気）
枠連票数 計1917487 的中 （2－8） 14354（24番人気）
馬連票数 計7181536 的中 �� 17273（68番人気）
馬単票数 計3234854 的中 �� 3552（140番人気）
ワイド票数 計2580427 的中 �� 8569（65番人気）�� 24401（33番人気）�� 36494（20番人気）
3連複票数 計10147938 的中 ��� 14274（152番人気）
3連単票数 計16985754 的中 ��� 2554（1135番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．7―48．1―1：00．0―1：11．6―1：23．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F35．2

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ノットフォーマル �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2014．7．6 函館6着

2012．3．17生 牝3黒鹿 母 リミッターブレイク 母母 トロフィーポイント 7戦2勝 賞金 49，683，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔その他〕 ギンザヴィクトリア号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ギンザヴィクトリア号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年2月12日まで出走できない。
※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。

00060 1月12日 晴 良 （27中山1）第5日 第12競走 ��2，000�サラブレッド系4歳以上
発走16時10分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

816 ハ ツ ガ ツ オ 牝4鹿 54 武士沢友治江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 498＋142：02．2 75．7�
611 レッドグルック 牡4鹿 56 後藤 浩輝 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 488－ 62：02．41� 4．2�
510 ウインオリアート 牝4黒鹿54 戸崎 圭太�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 442＋ 62：02．5� 2．9�
35 コスモメリー 牝4鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 432＋ 6 〃 ハナ 15．8�
24 ストーリーセラー 牡4鹿 56 柴山 雄一 �サンデーレーシング 和田 正道 安平 ノーザンファーム 516＋ 42：02．71� 5．3	
47 � ショウナンバッハ 牡4鹿 56 田辺 裕信国本 哲秀氏 上原 博之 日高 ヤナガワ牧場 438－ 3 〃 クビ 49．1

23 セイクリッドロード 	6鹿 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 504－ 4 〃 ハナ 17．8�
714 イ オ ラ ニ 牡4黒鹿56 蛯名 正義 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 492＋ 82：02．8クビ 43．2�
612� イメージガール 牝5黒鹿 55

52 ▲長岡 禎仁飯田 正剛氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 474＋ 8 〃 ハナ 14．5
11 ウマンマミーア 牡4鹿 56 江田 照男野崎 宗信氏 菅原 泰夫 登別 登別上水牧場 B440－ 2 〃 ハナ 12．4�
815 コーラルタワー 牡5黒鹿57 松岡 正海田和 廣通氏 矢野 英一 新ひだか 鳥谷 勝彦 458＋ 82：02．9
 36．4�
36 レインオーバー 	4青鹿56 F．ベリー �グリーンファーム堀 宣行 千歳 社台ファーム B436－ 4 〃 ハナ 13．5�

（愛）

59 ヘレナモルフォ 牝6鹿 55 G．ブノワ 岡田 牧雄氏 栗田 博憲 日高 賀張三浦牧場 464＋ 42：03．0� 72．7�
（仏）

713 モ モ ト ン ボ 牝5鹿 55 吉田 隼人 �社台レースホース栗田 徹 千歳 社台ファーム 458＋ 42：03．1� 33．9�
48 ブリリアントダンス 牡5鹿 57

54 ▲木幡 初也鈴木 芳夫氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 502＋ 42：03．2クビ 142．3�
12 ハッピーセーラー 牝4鹿 54 三浦 皇成合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 日高 出口牧場 480＋ 42：03．73 65．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 59，677，100円 複勝： 87，781，300円 枠連： 56，381，000円
馬連： 190，849，900円 馬単： 90，882，100円 ワイド： 84，218，300円
3連複： 236，793，100円 3連単： 405，318，800円 計： 1，211，901，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，570円 複 勝 � 1，950円 � 180円 � 140円 枠 連（6－8） 3，570円

馬 連 �� 26，090円 馬 単 �� 72，350円

ワ イ ド �� 8，600円 �� 5，450円 �� 260円

3 連 複 ��� 19，980円 3 連 単 ��� 195，510円

票 数

単勝票数 計 596771 的中 � 6300（15番人気）
複勝票数 計 877813 的中 � 7410（15番人気）� 138184（2番人気）� 210310（1番人気）
枠連票数 計 563810 的中 （6－8） 12222（15番人気）
馬連票数 計1908499 的中 �� 5669（57番人気）
馬単票数 計 908821 的中 �� 942（139番人気）
ワイド票数 計 842183 的中 �� 2228（69番人気）�� 3532（51番人気）�� 100662（1番人気）
3連複票数 計2367931 的中 ��� 8886（60番人気）
3連単票数 計4053188 的中 ��� 1503（516番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．4―37．8―50．2―1：02．9―1：15．1―1：27．3―1：39．1―1：50．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F34．9
1
3
16，9，5（8，10）3（4，11）（13，14）（12，15）7（2，6）－1
16，9（5，10）8（3，11）4（13，14）（12，15）（7，1）（2，6）

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

勝馬の
紹 介

ハ ツ ガ ツ オ �
�
父 パラダイスクリーク �

�
母父 Nureyev デビュー 2013．7．7 福島1着

2011．3．2生 牝4鹿 母 グラントアウィッシュ 母母 Wendy’s Daughter 15戦2勝 賞金 19，196，000円
※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。
（非抽選馬） 6頭 スマートルピナス号・デルマサリーチャン号・ネコタイショウ号・マイネルナタリス号・マンインザムーン号・

ユキノユウダン号
※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。

４レース目



（27中山1）第5日 1月12日 （祝日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 181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

240，520，000円
2，080，000円
7，660，000円
1，750，000円
21，970，000円
71，893，500円
4，978，000円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
574，182，800円
828，882，400円
516，455，000円
1，864，712，200円
919，642，700円
800，034，400円
2，391，829，600円
3，872，650，300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 11，768，389，400円

総入場人員 21，998名 （有料入場人員 20，223名）
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