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00061 1月17日 晴 重 （27中山1）第6日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時00分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

35 クワドループル 牡3黒鹿56 内田 博幸 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 484＋ 81：12．7 10．1�

815 ゼ ト ス 牡3青鹿56 横山 和生杉澤 光雄氏 小野 次郎 新冠 川島牧場 464－ 41：12．91� 8．4�
714 シャトルソニック 牡3鹿 56 蛯名 正義細谷 典幸氏 中川 公成 新冠 村上 欽哉 478＋ 6 〃 ハナ 2．9�
713 ラッキーダン 牡3黒鹿56 田辺 裕信田島榮二郎氏 谷原 義明 日高 木村牧場 B468＋ 81：13．11� 6．3�
12 シゲルハダカマツリ 牡3鹿 56 黛 弘人森中 蕃氏 伊藤 圭三 浦河 惣田 英幸 B526－ 41：13．52� 23．3�
612 センノレイダース 牡3鹿 56 的場 勇人浅野 正敏氏 柴田 政人 茨城 栗山 道郎 460－ 41：13．6� 226．1�
36 サクラエクレール 牡3栗 56 柴山 雄一	さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡スタット 504＋ 61：13．7クビ 13．1

611 コスモサビク 牡3栗 56 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新ひだか グランド牧場 452－ 41：13．8� 6．3�
23 ユ ウ ユ ウ 牝3栗 54 三浦 皇成中村 祐子氏 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 450－ 21：13．9クビ 5．8
59 カシノリコーダー 牝3鹿 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 408± 01：14．75 356．1�
11 シゲルアバレマツリ 牡3栗 56 後藤 浩輝森中 蕃氏 松永 康利 新ひだか 原田 久司 B478＋ 21：14．8� 36．7�
510 シンザンユウコク 牝3黒鹿54 武士沢友治福田 光博氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 B428＋ 21：15．01� 349．6�
48 カンタベリーマミー 牝3鹿 54 大野 拓弥峰 哲馬氏 星野 忍 新ひだか 藤吉牧場 418＋ 4 〃 アタマ 351．0�
47 ケンリュウセイ 牡3栗 56 田中 勝春吉田喜代司氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 502＋101：15．31� 106．7�
24 セイカコムルヴァン 牝3鹿 54 戸崎 圭太久米 大氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 444－ 21：15．93� 83．9�
816 スティールブルグ 牡3鹿 56 西田雄一郎井上 啓子氏 浅野洋一郎 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 508＋ 41：16．0クビ 36．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，282，700円 複勝： 36，926，500円 枠連： 16，656，900円
馬連： 55，506，000円 馬単： 28，563，600円 ワイド： 28，819，600円
3連複： 69，293，300円 3連単： 91，181，000円 計： 348，229，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 470円 � 210円 � 140円 枠 連（3－8） 3，190円

馬 連 �� 6，980円 馬 単 �� 10，720円

ワ イ ド �� 2，010円 �� 1，040円 �� 480円

3 連 複 ��� 5，190円 3 連 単 ��� 49，810円

票 数

単勝票数 計 212827 的中 � 16760（6番人気）
複勝票数 計 369265 的中 � 14959（7番人気）� 44128（5番人気）� 89170（1番人気）
枠連票数 計 166569 的中 （3－8） 4042（13番人気）
馬連票数 計 555060 的中 �� 6159（23番人気）
馬単票数 計 285636 的中 �� 1998（39番人気）
ワイド票数 計 288196 的中 �� 3478（24番人気）�� 7002（13番人気）�� 16615（4番人気）
3連複票数 計 692933 的中 ��� 9995（17番人気）
3連単票数 計 911810 的中 ��� 1327（161番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．7―12．3―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．4―35．1―47．4―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クワドループル �
�
父 コ マ ン ズ �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2014．7．13 福島4着

2012．2．26生 牡3黒鹿 母 トリプルピルエット 母母 Sha Tha 4戦1勝 賞金 6，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ダイニヨシゼン号
（非抽選馬） 5頭 ウイズキッド号・カンヌ号・ビカムスター号・ミズーリスカイ号・リリーグランツ号

00062 1月17日 晴 重 （27中山1）第6日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時30分 （ダート・右）

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

47 タマノブリュネット 牝3栗 54 後藤 浩輝玉腰 勇吉氏 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 466－ 41：56．0 4．0�
713 タマモボレロ 牝3鹿 54 蛯名 正義タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 480± 01：56．42� 3．3�
714 スラリーアイス 牝3黒鹿54 武士沢友治川島 吉男氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 454－ 41：56．93 10．8�
48 ユアザイオン 牝3黒鹿54 戸崎 圭太ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 486－ 4 〃 ハナ 8．3�
11 パルパルパピヨン 牝3鹿 54 田辺 裕信堀口 晴男氏 尾形 和幸 新ひだか 田中 裕之 472± 01：57．32� 10．8�
59 ヴィンテージドール 牝3鹿 54 江田 照男吉田 勝己氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム B504＋141：57．93� 79．2	
612 ダイメイエンパイア 牝3黒鹿54 大野 拓弥宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 日高 横井 哲 472± 01：58．43 280．3

23 トーセンラブリー 牝3栗 54 横山 典弘島川 �哉氏 菅原 泰夫 千歳 社台ファーム 472－ 4 〃 クビ 3．5�
815 ウインフォーエバー 牝3鹿 54 G．ブノワ �ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 448－121：59．25 42．2

（仏）

611 マラカイトスター 牝3栗 54 柴山 雄一本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 斉藤スタッド B464＋ 62：00．05 39．9�
816 サンフィアクル 牝3鹿 54 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム B474＋ 2 〃 アタマ 196．7�
510 ルーチェスプマンテ 牝3黒鹿54 田中 博康 �グリーンファーム小島 茂之 千歳 社台ファーム 462＋ 62：00．63� 50．6�
12 エ ナ チ ャ ン 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人桑畑 �信氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 440＋ 22：01．02� 57．0�
36 ミヤコエンパイア 牝3鹿 54 柴田 大知吉田喜代司氏 土田 稔 日高 道見牧場 462± 02：01．31� 99．7�
24 フジノキララ 牝3黒鹿54 横山 和生�富士開発 古賀 史生 日高 シンボリ牧場 434＋ 42：02．04 494．4�
35 ラブセレナード 牝3鹿 54 西田雄一郎増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 大林ファーム 418＋ 22：03．610 400．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，353，400円 複勝： 38，961，900円 枠連： 16，647，900円
馬連： 52，200，500円 馬単： 29，057，000円 ワイド： 27，737，700円
3連複： 63，553，400円 3連単： 87，430，100円 計： 339，941，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 150円 � 230円 枠 連（4－7） 440円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 2，160円

ワ イ ド �� 410円 �� 640円 �� 720円

3 連 複 ��� 2，730円 3 連 単 ��� 11，760円

票 数

単勝票数 計 243534 的中 � 47764（3番人気）
複勝票数 計 389619 的中 � 71274（3番人気）� 77259（2番人気）� 35617（6番人気）
枠連票数 計 166479 的中 （4－7） 29088（1番人気）
馬連票数 計 522005 的中 �� 42214（3番人気）
馬単票数 計 290570 的中 �� 10080（7番人気）
ワイド票数 計 277377 的中 �� 18294（3番人気）�� 10911（9番人気）�� 9531（12番人気）
3連複票数 計 635534 的中 ��� 17443（10番人気）
3連単票数 計 874301 的中 ��� 5388（32番人気）

ハロンタイム 12．7―12．4―13．4―13．7―12．9―12．6―12．9―12．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―25．1―38．5―52．2―1：05．1―1：17．7―1：30．6―1：43．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タマノブリュネット �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2014．12．28 中山2着

2012．3．22生 牝3栗 母 カフェピノコ 母母 ピノシェット 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミヤコエンパイア号・フジノキララ号・ラブセレナード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のた

め，平成27年2月17日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第１回 中山競馬 第６日



00063 1月17日 晴 重 （27中山1）第6日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時00分 （ダート・右）
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

816 スナッチアキス 牝3鹿 54 柴山 雄一西森 鶴氏 高市 圭二 浦河 梅田牧場 426－ 81：12．2 18．1�
713� オーバーウェルム 牡3黒鹿56 横山 典弘�Basic 田島 俊明 加 Ballycroy

Training Centre 450± 01：12．3� 1．7�
815 ニンニクマン 牡3鹿 56

53 ▲石川裕紀人小田切 光氏 高橋 祥泰 日高 山本 通則 470＋181：12．51� 24．8�
48 ハードアスリート 牡3鹿 56 西田雄一郎齋藤 宏明氏 萱野 浩二 新冠 平山牧場 490＋ 61：13．13� 24．2�
611 スレッジハンマー 牡3鹿 56 田辺 裕信 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小島 茂之 日高 豊洋牧場 476＋ 21：13．31	 5．7�
36 ツクバインパクト 牡3黒鹿56 田中 勝春荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 片山牧場 444＋ 21：13．72� 10．0	
612 シ ェ リ エ 牝3鹿 54 大野 拓弥桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 高田 利雄 478＋ 21：13．8� 32．3

59 タマモヴィオーラ 牡3鹿 56 三浦 皇成タマモ� 水野 貴広 新ひだか 曾我 博 472＋ 21：14．01� 6．9�
12 トーカティヴ 牡3青鹿56 F．ベリー 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 452－ 2 〃 ハナ 53．6�
（愛）

510 マインドブロウ 牡3栗 56 的場 勇人林 勝宗氏 的場 均 日高 白瀬 盛雄 484－ 41：14．31
 86．8
714 シーセクション 牡3栗 56 黛 弘人西森 道男氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 438－12 〃 ハナ 40．9�
35 アパシオナーダ 牝3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新冠 ビッグレッドファーム 414± 01：14．4
 226．4�
24 サ ン コ コ モ 牡3黒鹿56 松岡 正海加藤 信之氏 清水 英克 新冠 長浜 秀昭 452＋ 21：14．5� 117．0�
11 スガノジャジャウマ 牝3鹿 54 吉田 豊菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 田上 稔 414＋ 21：14．7
 363．3�
23 イガノシャロン 牝3鹿 54 武士沢友治五十嵐政則氏 天間 昭一 新ひだか 秋田育成牧場 464－121：16．310 370．2�
47 アンワンワールド 牝3栗 54 石橋 脩井上 一郎氏 浅野洋一郎 日高 春木 昭雄 474－10 〃 ハナ 189．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，521，400円 複勝： 35，798，000円 枠連： 14，233，200円
馬連： 52，173，500円 馬単： 31，620，100円 ワイド： 28，413，700円
3連複： 62，381，000円 3連単： 96，504，000円 計： 347，644，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，810円 複 勝 � 320円 � 110円 � 410円 枠 連（7－8） 970円

馬 連 �� 2，110円 馬 単 �� 5，240円

ワ イ ド �� 750円 �� 3，500円 �� 790円

3 連 複 ��� 9，760円 3 連 単 ��� 69，200円

票 数

単勝票数 計 265214 的中 � 11702（5番人気）
複勝票数 計 357980 的中 � 20012（5番人気）� 136894（1番人気）� 14958（7番人気）
枠連票数 計 142332 的中 （7－8） 11345（4番人気）
馬連票数 計 521735 的中 �� 19106（7番人気）
馬単票数 計 316201 的中 �� 4523（18番人気）
ワイド票数 計 284137 的中 �� 9978（6番人気）�� 1980（32番人気）�� 9495（8番人気）
3連複票数 計 623810 的中 ��� 4792（32番人気）
3連単票数 計 965040 的中 ��� 1011（195番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．8―12．6―12．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．6―47．2―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スナッチアキス �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2014．11．9 東京8着

2012．4．7生 牝3鹿 母 ナンヨーウエスト 母母 グ ラ ブ 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔その他〕 アンワンワールド号は，発走後に他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イガノシャロン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年2月17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。

00064 1月17日 晴 重 （27中山1）第6日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

59 リーガルプレゼンス 牡3栗 56 F．ベリー �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 512 ―1：56．6 9．6�
（愛）

35 キャプテンバローズ 牡3黒鹿56 田辺 裕信猪熊 広次氏 尾形 和幸 平取 稲原牧場 474 ―1：58．09 3．2�
12 エンカウンター 牡3鹿 56 G．ブノワ �ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 542 ―1：58．31� 4．1�

（仏）

815 アストログラフ 牡3鹿 56 後藤 浩輝水上 行雄氏 萩原 清 浦河 鵜木 唯義 526 ― 〃 クビ 11．7�
36 バ ゴ ガ エ シ 牡3栗 56 黛 弘人内田 玄祥氏 奥平 雅士 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510 ―1：58．5� 19．7	
816 ショーラファール 牝3鹿 54 戸崎 圭太吉冨 学氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 480 ―1：59．77 37．3

510 スプリングストーム 牡3鹿 56 蛯名 正義加藤 春夫氏 武井 亮 様似 堀 弘康 448 ―1：59．91� 87．2�
48 ダイワボナンザ 牡3鹿 56 大野 拓弥大城 敬三氏 菊沢 隆徳 浦河 斉藤 政志 534 ―2：00．53	 50．2�
47 ナチュラルワンダー 牡3栗 56 柴山 雄一�Basic 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 484 ―2：00．82 6．4
11 バーストハンター 牡3鹿 56

53 ▲石川裕紀人村上 稔氏 伊藤 伸一 浦河 高昭牧場 468 ―2：01．54 124．3�
612 スパークルゴールド 牡3鹿 56 田中 勝春関 駿也氏 宗像 義忠 宮城 関兵牧場 436 ―2：01．81� 69．6�
24 ブレイクオブディー 牡3鹿 56 三浦 皇成小濱 忠一氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 466 ―2：01．9	 41．8�
23 コスモアルバトロス 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 矢野 英一 浦河 宮村牧場 472 ―2：02．11 175．0�
713 アルファマリニン 牡3鹿 56 松岡 正海�貴悦 小西 一男 新冠 石郷岡 雅樹 516 ―2：02．2� 43．2�
714 スカイロケット 牡3青鹿56 横山 典弘前田 幸治氏 萩原 清 日高 前川ファーム 494 ―2：11．8大差 6．0�
611 ノ ウ サ ツ 牝3栗 54 吉田 豊内田 玄祥氏 高橋 文雅 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 518 ―2：14．1大差 104．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，300，300円 複勝： 29，731，400円 枠連： 15，122，700円
馬連： 46，115，300円 馬単： 25，893，900円 ワイド： 23，865，500円
3連複： 51，457，000円 3連単： 69，596，600円 計： 285，082，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 250円 � 150円 � 170円 枠 連（3－5） 1，750円

馬 連 �� 2，330円 馬 単 �� 5，000円

ワ イ ド �� 820円 �� 700円 �� 320円

3 連 複 ��� 2，760円 3 連 単 ��� 23，150円

票 数

単勝票数 計 233003 的中 � 19318（5番人気）
複勝票数 計 297314 的中 � 25787（6番人気）� 59157（1番人気）� 45173（2番人気）
枠連票数 計 151227 的中 （3－5） 6672（9番人気）
馬連票数 計 461153 的中 �� 15318（8番人気）
馬単票数 計 258939 的中 �� 3880（19番人気）
ワイド票数 計 238655 的中 �� 6951（10番人気）�� 8288（8番人気）�� 21287（1番人気）
3連複票数 計 514570 的中 ��� 13954（6番人気）
3連単票数 計 695966 的中 ��� 2179（62番人気）

ハロンタイム 13．0―12．0―12．7―13．6―13．3―12．8―13．3―13．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．0―37．7―51．3―1：04．6―1：17．4―1：30．7―1：44．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．2
1
3

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

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

リーガルプレゼンス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 シンボリクリスエス 初出走

2012．5．11生 牡3栗 母 エレガントマナー 母母 ネオクラシック 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 エンカウンター号の騎手G．ブノワは，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：13番・12番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スカイロケット号・ノウサツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年2月17日ま

で平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ダンスオンザワルツ号
※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。



00065 1月17日 晴 稍重 （27中山1）第6日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時20分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

36 ヴェラヴァルスター 牡3栗 56 後藤 浩輝保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 494＋ 42：03．2 1．7�
59 ミュゼゴースト 牡3黒鹿56 田辺 裕信髙橋 仁氏 大江原 哲 新ひだか 城地 清満 506＋ 22：03．73 5．6�
35 シードパール 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人髙嶋 哲氏 尾形 和幸 浦河 有限会社
吉田ファーム 426＋ 22：03．8� 8．6�

713 ク ー ト ネ イ 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 平取 船越 伸也 458－102：03．9� 143．8�
815 パ ピ ー ラ ヴ 牝3鹿 54 柴山 雄一 P.G．ファッジ氏 国枝 栄 新冠 パカパカ

ファーム 450＋ 22：04．0� 23．0�
24 ディープフォレスト 牡3鹿 56 三浦 皇成窪田 康志氏 戸田 博文 安平 追分ファーム 454＋ 2 〃 アタマ 17．2	
714 カスクストレングス 牡3黒鹿56 蛯名 正義芹澤 精一氏 田中 清隆 新ひだか 棚川 光男 476＋ 22：04．1� 10．5

47 ウインブルーローズ 牡3鹿 56 F．ベリー �ウイン 高橋 祥泰 浦河 鎌田 正嗣 464± 0 〃 クビ 19．3�

（愛）

11 トップインパクト 牡3鹿 56 松岡 正海�コオロ 萱野 浩二 新冠 森永 聡 426± 02：04．2クビ 70．9
611 グローリアスレイ 牝3芦 54 吉田 豊日下部勝德氏 土田 稔 洞	湖 レイクヴィラファーム 476－ 62：04．41
 18．0�
12 ショウナンマドロス 牡3青鹿56 内田 博幸国本 哲秀氏 田中 剛 新冠 ムラカミファーム 488± 0 〃 アタマ 180．0�
48 キールコネクション 牡3栗 56 戸崎 圭太水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 472－ 62：04．5クビ 32．4�
612 クロノスバローズ 牡3黒鹿56 田中 勝春猪熊 広次氏 牧 光二 新ひだか 矢野牧場 428＋ 62：04．6� 43．1�
23 ブリエアヴェニール 牡3鹿 56 西田雄一郎岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか タイヘイ牧場 492＋ 22：04．91� 172．0�
510 クリノトイトイ 牡3栗 56 江田 照男栗本 博晴氏 大江原 哲 青森 藤森 亮二 450＋ 62：05．0� 144．4�
816 ラビットボーテ 牝3黒鹿54 黛 弘人西村 静子氏 伊藤 伸一 浦河 高岸 順一 428± 02：06．06 233．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，164，700円 複勝： 44，681，700円 枠連： 19，431，400円
馬連： 60，291，300円 馬単： 34，479，500円 ワイド： 33，132，200円
3連複： 71，094，000円 3連単： 102，560，600円 計： 395，835，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 180円 枠 連（3－5） 410円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 250円 �� 320円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 2，450円

票 数

単勝票数 計 301647 的中 � 134337（1番人気）
複勝票数 計 446817 的中 � 136915（1番人気）� 77155（2番人気）� 46428（3番人気）
枠連票数 計 194314 的中 （3－5） 36038（1番人気）
馬連票数 計 602913 的中 �� 87167（1番人気）
馬単票数 計 344795 的中 �� 34186（1番人気）
ワイド票数 計 331322 的中 �� 36805（1番人気）�� 26601（2番人気）�� 17400（4番人気）
3連複票数 計 710940 的中 ��� 49879（1番人気）
3連単票数 計1025606 的中 ��� 30271（1番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―13．0―11．9―12．8―12．6―12．9―12．5―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．0―37．0―48．9―1：01．7―1：14．3―1：27．2―1：39．7―1：51．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F36．0
1
3
16－13（3，15）（1，6，9）（2，4，14）12（5，10，7）（8，11）
16，13（3，15）（1，6）9（5，2，4）（10，14）（8，12，7）11

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヴェラヴァルスター �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2014．10．18 東京6着

2012．2．6生 牡3栗 母 レ ツ ィ ー ナ 母母 タニウインドタイム 3戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アルトサックス号・ウインセイヴィア号・エッケザックス号・スクリーンショット号
※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。

00066 1月17日 晴 重 （27中山1）第6日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走12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
1：08．7
1：08．7

重
重

59 サンマルスカイ 牡3鹿 56 戸崎 圭太相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 三城牧場 438 ―1：14．0 4．3�
35 クラウンジューン 牡3鹿 56 後藤 浩輝�クラウン 田中 剛 日高 クラウン日高牧場 470 ―1：14．21� 9．7�
712 モンサンナシーラ 牡3栗 56 内田 博幸山下 新一氏 牧 光二 新ひだか 伊藤 敏明 506 ―1：14．3� 5．4�
58 シュートオフ 牡3鹿 56 横山 和生�日進牧場 杉浦 宏昭 様似 スイートフアーム 486 ―1：14．51� 57．6�
713 カジノゲーム 牡3黒鹿56 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 飛野牧場 436 ― 〃 ハナ 11．3	
610 セイウンアサヒ 牡3鹿 56 大野 拓弥西山 茂行氏 松山 将樹 新冠 パカパカ

ファーム 486 ―1：14．81� 11．1

46 ヒカリピオニー 牡3栗 56 F．ベリー �ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 前川 義則 500 ―1：15．0� 7．3�

（愛）

611 スタンプラリー 牡3黒鹿56 三浦 皇成�BijouRacing 高橋 文雅 日高 長谷川牧場 446 ― 〃 アタマ 11．1�
22 エビスフラワー 牝3鹿 54 柴山 雄一加藤友三郎氏 松山 将樹 浦河 恵比寿牧場 468 ―1：15．1クビ 24．1
23 タケショウマックス 牡3鹿 56

53 ▲石川裕紀人�ナイト商事 相沢 郁 浦河 富菜牧場 454 ― 〃 ハナ 66．3�
814 コスモチェリッシュ 牝3鹿 54 木幡 初広岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 日高 厚賀古川牧場 450 ―1：15．63 4．9�
11 スイートホーム 牝3黒鹿54 吉田 豊 �三石川上牧場 粕谷 昌央 新ひだか 三石川上牧場 494 ―1：15．81� 26．5�
34 カ キ ツ バ タ 牝3黒鹿54 武士沢友治中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 426 ―1：17．9大差 134．2�
47 スイレンビューティ 牝3青鹿54 松岡 正海鈴木 伸昭氏 清水 英克 新冠 越湖牧場 476 ― （競走中止） 105．5�

（14頭）
815 ケージーコスモ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行川井 五郎氏 田島 俊明 新ひだか 松本牧場 ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 22，805，400円 複勝： 31，658，500円 枠連： 19，017，600円
馬連： 57，542，500円 馬単： 28，459，000円 ワイド： 27，433，000円
3連複： 62，312，300円 3連単： 87，433，700円 計： 336，662，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 260円 � 190円 枠 連（3－5） 1，750円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 3，320円

ワ イ ド �� 740円 �� 480円 �� 780円

3 連 複 ��� 2，910円 3 連 単 ��� 14，500円

票 数

単勝票数 差引計 228054（返還計 50） 的中 � 42345（1番人気）
複勝票数 差引計 316585（返還計 81） 的中 � 55669（1番人気）� 27347（5番人気）� 43620（3番人気）
枠連票数 差引計 190176（返還計 10） 的中 （3－5） 8384（10番人気）
馬連票数 差引計 575425（返還計 187） 的中 �� 24614（5番人気）
馬単票数 差引計 284590（返還計 117） 的中 �� 6417（9番人気）
ワイド票数 差引計 274330（返還計 114） 的中 �� 9285（7番人気）�� 15334（1番人気）�� 8826（8番人気）
3連複票数 差引計 623123（返還計 460） 的中 ��� 16016（3番人気）
3連単票数 差引計 874337（返還計 430） 的中 ��� 4370（18番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．1―12．7―12．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．7―48．4―1：01．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンマルスカイ �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2012．5．11生 牡3鹿 母 ジョウノオーロラ 母母 ミヤビサクラコ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔出走取消〕 ケージーコスモ号は，疾病〔右寛跛行〕のため出走取消。
〔競走中止〕 スイレンビューティ号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため3コーナーで競走中止。
※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。



00067 1月17日 晴 重 （27中山1）第6日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時25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

57 キネオイーグル 牡4鹿 56 戸崎 圭太吉田 千津氏 高柳 瑞樹 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 526＋161：54．3 10．6�

813� シェーンメーア 牡5青鹿57 後藤 浩輝窪田 康志氏 藤沢 和雄 米 Stone Farm B560± 01：54．93	 4．9�
44 
 コスモカウピリ 牡4鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 大典牧場 498± 01：55．32	 10．6�
69 � ザンブローネ 牡4栗 56 F．ベリー 吉田 和美氏 木村 哲也 米 Helen K. Groves

Revocable Trust 548＋ 41：55．51� 2．8�
（愛）

812 リムショット 牡4栗 56 横山 和生松尾 正氏 藤原 辰雄 新ひだか 大塚牧場 472＋101：56．13	 27．0	
22 マイネルボルソー 牡4鹿 56

53 ▲石川裕紀人 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 竹中牧場 476－ 2 〃 クビ 24．4�

45 ネオヴァンデロア 牡5黒鹿57 G．ブノワ 小林 仁幸氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 530＋181：56．2	 161．2�
（仏）

711
 マスソングウインド 牡4黒鹿56 二本柳 壮上田 忠男氏 二本柳俊一 新ひだか 中田 浩美 502＋ 4 〃 クビ 203．8
11 プレジールシチー 牡4黒鹿56 内田 博幸 
友駿ホースクラブ 田村 康仁 日高 幾千世牧場 492＋ 21：56．41� 3．3�
56 テイエムコンドル 牡4鹿 56 柴山 雄一竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 446－141：56．71� 25．7�
68 
 カ プ チ ー ノ 牡4鹿 56 石橋 脩小野 博郷氏 柴田 政人 新ひだか 稲葉牧場 480± 01：57．12	 259．9�
710 ネコタイショウ 牡5鹿 57 吉田 豊桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 452＋161：57．63 20．2�
33 トーホウビースト 牡4青鹿56 的場 勇人東豊物産
 牧 光二 日高 竹島 幸治 B460± 01：57．81� 35．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，190，200円 複勝： 42，727，300円 枠連： 17，750，200円
馬連： 77，515，000円 馬単： 39，334，300円 ワイド： 32，728，000円
3連複： 81，025，700円 3連単： 129，533，400円 計： 450，804，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 270円 � 180円 � 290円 枠 連（5－8） 1，340円

馬 連 �� 2，510円 馬 単 �� 5，270円

ワ イ ド �� 780円 �� 1，410円 �� 890円

3 連 複 ��� 9，090円 3 連 単 ��� 57，190円

票 数

単勝票数 計 301902 的中 � 22730（5番人気）
複勝票数 計 427273 的中 � 37732（4番人気）� 72309（3番人気）� 35096（5番人気）
枠連票数 計 177502 的中 （5－8） 10203（6番人気）
馬連票数 計 775150 的中 �� 23932（9番人気）
馬単票数 計 393343 的中 �� 5591（18番人気）
ワイド票数 計 327280 的中 �� 10976（8番人気）�� 5809（16番人気）�� 9564（10番人気）
3連複票数 計 810257 的中 ��� 6681（29番人気）
3連単票数 計1295334 的中 ��� 1642（167番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．2―38．4―51．6―1：03．4―1：15．1―1：27．8―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キネオイーグル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 モ ガ ミ デビュー 2014．7．6 福島12着

2011．1．12生 牡4鹿 母 ブゼンキャンドル 母母 ブゼンスワン 6戦2勝 賞金 15，560，000円
※出走取消馬 メガオパールカフェ号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※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。

00068 1月17日 晴 重 （27中山1）第6日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時55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

510 エストゥペンド 牡4鹿 56 F．ベリー 平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上 悦夫 502＋ 41：11．5 5．6�
（愛）

816 サクセスコード 牡4黒鹿56 戸崎 圭太吉田 正志氏 武藤 善則 安平 追分ファーム B506＋14 〃 クビ 24．9�
611 デルマオソマツ 牡4黒鹿56 G．ブノワ 浅沼 廣幸氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム 472＋121：11．6� 8．5�

（仏）

714� ナンヨールーク 牡4栗 56 江田 照男中村 德也氏 杉浦 宏昭 新ひだか 藤原牧場 512＋ 81：11．81� 16．3�
12 ジ ョ バ イ ロ 牡5鹿 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 488＋ 81：11．9クビ 14．2�
47 ディアジースター 牡4栗 56 田中 勝春ディアレスト 宗像 義忠 新ひだか タイヘイ牧場 B470－ 4 〃 クビ 30．6�
24 コアレスキング 牡5鹿 57 吉田 豊小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 コアレススタッド 542－ 41：12．0クビ 10．3	
713� ハ ル コ マ チ 牝5鹿 55 松岡 正海髙橋 治夫氏 星野 忍 新冠 中本牧場 B480－ 4 〃 クビ 77．1

35 パイメイメイ 牝4鹿 54 横山 典弘西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B476＋ 41：12．1� 3．7�
815 ユキノマルガリータ 牝5鹿 55 蛯名 正義井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 478－ 21：12．2	 52．4�
48 シ ー ロ ア 牝4栗 54 内田 博幸 サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム 480＋ 61：12．3クビ 6．9�
612 レディーピンク 牝5鹿 55 武士沢友治小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 原 達也 452＋ 21：12．51� 45．0�
36 アイティダイヤ 牝4栗 54 田辺 裕信一ノ瀬 恭氏 矢野 英一 新冠 武田牧場 472－ 21：12．71� 37．5�
59 オーガンディー 牝4芦 54

51 ▲石川裕紀人栗坂 崇氏 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 430＋ 21：12．8クビ 98．6�
23 ユニバーサルビーチ 牝4青 54 柴田 大知古川 嘉治氏 加藤 和宏 新ひだか 千代田牧場 500± 01：13．11	 156．4�
11 ベニノラッキーマン 
4芦 56 三浦 皇成�紅谷 金成 貴史 新冠 川上 悦夫 462－ 21：13．95 6．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，777，800円 複勝： 48，070，100円 枠連： 25，038，900円
馬連： 86，696，100円 馬単： 41，013，500円 ワイド： 42，071，500円
3連複： 98，623，900円 3連単： 134，314，200円 計： 509，606，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 230円 � 680円 � 310円 枠 連（5－8） 5，360円

馬 連 �� 9，310円 馬 単 �� 16，040円

ワ イ ド �� 2，880円 �� 940円 �� 3，300円

3 連 複 ��� 21，640円 3 連 単 ��� 136，380円

票 数

単勝票数 計 337778 的中 � 47562（2番人気）
複勝票数 計 480701 的中 � 63384（3番人気）� 15918（9番人気）� 40571（4番人気）
枠連票数 計 250389 的中 （5－8） 3619（26番人気）
馬連票数 計 866961 的中 �� 7214（32番人気）
馬単票数 計 410135 的中 �� 1917（58番人気）
ワイド票数 計 420715 的中 �� 3695（32番人気）�� 11937（8番人気）�� 3215（35番人気）
3連複票数 計 986239 的中 ��� 3418（66番人気）
3連単票数 計1343142 的中 ��� 714（421番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．2―12．3―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．7―46．0―58．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．8
3 ・（1，6，12）16－（5，14，15）（9，13，11）4（3，10）8（7，2） 4 ・（1，6，12）（16，11）（5，14，15）（9，13）（4，10）8（3，2）－7

勝馬の
紹 介

エストゥペンド �
�
父 オリオンザサンクス �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2013．8．4 新潟12着

2011．5．24生 牡4鹿 母 ブルーフェアプレー 母母 フジノトップロマン 15戦2勝 賞金 23，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ファンファーレ号
※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。



00069 1月17日 晴 良 （27中山1）第6日 第9競走 ��1，600�
な はな

菜 の 花 賞
発走14時25分 （芝・右・外）

牝，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
1：30．7
1：30．7

良
良

815 クイーンズリング 牝3黒鹿54 G．ブノワ 吉田 哲哉氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 464＋ 41：34．9 4．4�
（仏）

611 マキシマムドパリ 牝3芦 54 戸崎 圭太 �グリーンファーム松元 茂樹 千歳 社台ファーム 458－ 81：35．22 3．6�
46 � ア イ ラ イ ン 牝3黒鹿54 吉田 豊�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 418－ 21：35．3� 35．9�
11 ホワイトウインド 牝3芦 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 むかわ 真壁 信一 450± 01：35．51� 7．2�
610 ホワイトエレガンス 牝3芦 54 松岡 正海嶋田 賢氏 国枝 栄 新ひだか 服部 牧場 464－ 21：35．6� 26．5	
58 グリシーヌシチー 牝3鹿 54 横山 典弘 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 452＋101：35．81 12．4

23 ダイワバーチュー 牝3青鹿54 蛯名 正義大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 446－ 4 〃 クビ 6．4�
59 ライトザライト 牝3鹿 54 大庭 和弥グリーンスウォード高市 圭二 新冠 競優牧場 470± 01：36．33 186．5�
814 レッドブラッサム 牝3黒鹿54 田中 勝春 �東京ホースレーシング 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 434－ 6 〃 ハナ 20．7
712 キャンディーハウス 牝3黒鹿54 三浦 皇成前田 葉子氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466－ 81：36．51� 39．5�
35 エクストラファイン 牝3黒鹿54 大野 拓弥 �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム 442＋12 〃 アタマ 17．7�
47 メイショウサワヤカ 牝3黒鹿54 田辺 裕信松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 460＋ 61：36．71� 6．6�
34 � レッドムーン 牝3鹿 54 江田 照男竹本 弘氏 谷原 義明 浦河 三嶋牧場 426± 01：37．02 264．6�
22 ラスパジャサーダス 牝3芦 54 後藤 浩輝佐々木雄二氏 奥村 武 伊達 高橋農場 434－ 21：37．1クビ 48．8�
713 ラマハデスヌーダ 牝3鹿 54 二本柳 壮�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 436－ 61：38．59 487．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 40，062，900円 複勝： 61，379，400円 枠連： 26，366，200円
馬連： 117，543，300円 馬単： 54，214，000円 ワイド： 48，561，000円
3連複： 127，338，300円 3連単： 192，236，600円 計： 667，701，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 190円 � 160円 � 780円 枠 連（6－8） 680円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，610円

ワ イ ド �� 400円 �� 3，540円 �� 2，600円

3 連 複 ��� 15，090円 3 連 単 ��� 57，140円

票 数

単勝票数 計 400629 的中 � 72425（2番人気）
複勝票数 計 613794 的中 � 92872（2番人気）� 116669（1番人気）� 14635（11番人気）
枠連票数 計 263662 的中 （6－8） 29953（1番人気）
馬連票数 計1175433 的中 �� 93963（1番人気）
馬単票数 計 542140 的中 �� 25104（2番人気）
ワイド票数 計 485610 的中 �� 34619（1番人気）�� 3303（42番人気）�� 4522（33番人気）
3連複票数 計1273383 的中 ��� 6325（53番人気）
3連単票数 計1922366 的中 ��� 2439（192番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．5―35．2―47．3―59．7―1：11．7―1：23．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

クイーンズリング �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Anabaa デビュー 2014．12．21 中山1着

2012．5．25生 牝3黒鹿 母 アクアリング 母母 シ ー リ ン グ 2戦2勝 賞金 17，343，000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。

00070 1月17日 晴 重 （27中山1）第6日 第10競走 ��
��1，200�

はつはる

初春ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，26．1．18以降27．1．12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 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

714 マキャヴィティ 牡4栗 55 後藤 浩輝金子真人ホール
ディングス� 萩原 清 千歳 社台ファーム 504－ 41：10．4 3．4�

47 アメージングタクト 牡5鹿 56 三浦 皇成 �サンデーレーシング 浜田多実雄 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466－ 6 〃 クビ 5．3�

612 コウユーサムライ 牡6栗 56 F．ベリー 加治屋貞光氏 森 秀行 宮崎 戸田 ゆり子 488－101：10．5� 8．3�
（愛）

35 � ベストルーラー 牡4黒鹿54 内田 博幸馬場 幸夫氏 石坂 正 米 J. Adcock 496＋ 2 〃 クビ 12．2�
816 ルミナスウイング 牡5鹿 56 G．ブノワ �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 492± 01：10．6クビ 6．4	

（仏）

48 イーグルカザン 牡7鹿 54 柴田 大知山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 528＋ 41：11．23� 39．7

815 トップフライアー 牡6青鹿53 横山 和生井上 一郎氏 杉浦 宏昭 様似 中脇 一幸 B506＋ 21：11．41 107．7�
23 タマブラックホール 牡6黒鹿56 石川裕紀人玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 518－ 2 〃 ハナ 12．0�
11 アルベルティ 牡7鹿 54 柴山 雄一 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 520＋ 41：11．5	 27．9
611
 ク ロ タ カ 牝6黒鹿52 木幡 初広�槇本牧場 手塚 貴久 日高 槇本牧場 494＋ 21：11．82 121．1�
59 
 ツルオカハチマン 牡6鹿 54 大庭 和弥居城 要氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム 504－101：11．9クビ 78．5�
713 ピンウィール 牝6栗 52 田中 博康�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント 462－ 41：12．0� 96．6�
510 ローブドヴルール 牝9鹿 52 二本柳 壮�ミルファーム 斎藤 誠 日高 小西ファーム 504－ 2 〃 アタマ 220．1�
12 シンキングマシーン �6黒鹿55 大野 拓弥佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド B518＋141：12．21� 23．7�
24 エーシングリズリー 牡6黒鹿56 石橋 脩�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 486－ 21：12．41� 6．4�
36 レモンチャン 牝5栗 51 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム 468± 01：13．89 34．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，917，800円 複勝： 77，855，600円 枠連： 38，709，200円
馬連： 161，979，600円 馬単： 68，736，000円 ワイド： 68，415，900円
3連複： 187，128，600円 3連単： 266，634，100円 計： 914，376，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 170円 � 240円 枠 連（4－7） 820円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，780円

ワ イ ド �� 380円 �� 610円 �� 830円

3 連 複 ��� 2，570円 3 連 単 ��� 10，570円

票 数

単勝票数 計 449178 的中 � 105636（1番人気）
複勝票数 計 778556 的中 � 158592（1番人気）� 123321（2番人気）� 69147（6番人気）
枠連票数 計 387092 的中 （4－7） 36317（3番人気）
馬連票数 計1619796 的中 �� 128221（1番人気）
馬単票数 計 687360 的中 �� 28958（1番人気）
ワイド票数 計 684159 的中 �� 48994（1番人気）�� 28158（5番人気）�� 20103（10番人気）
3連複票数 計1871286 的中 ��� 54544（3番人気）
3連単票数 計2666341 的中 ��� 18287（8番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．0―11．8―12．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．3―45．1―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マキャヴィティ �
�
父 デュランダル �

�
母父 Storm Cat デビュー 2013．6．1 東京5着

2011．4．3生 牡4栗 母 エアラグドール 母母 ステラマドリッド 10戦3勝 賞金 50，601，000円
［他本会外：4戦0勝］

〔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18頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）18頭 エリモフェザー号・クリスワールド号・ケンエンブレム号・ゲンパチメジャー号・コウセイコタロウ号・

サウスビクトル号・シュトラール号・シンゼンレンジャー号・ストーミングスター号・タガノミューチャン号・
テムジン号・フォルテリコルド号・ヘアーオブザドッグ号・ペイシャモンシェリ号・ラピダメンテ号・
ローレンルーナ号・ワイドエクセレント号・ワディ号

※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。



00071 1月17日 晴 良 （27中山1）第6日 第11競走 ��
��1，600�ニューイヤーステークス

発走15時35分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，日本馬：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，�：4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競
走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
1：30．7
1：30．7

良
良

815 コスモソーンパーク 牡7青鹿56 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 486＋ 21：33．9 16．4�
11 ペイシャフェリス 牝4鹿 53 柴山 雄一北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 440－ 2 〃 クビ 9．4�
611 ア ー デ ン ト 牡6芦 57 戸崎 圭太 �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 484＋ 4 〃 アタマ 6．6�
12 リルダヴァル 牡8栗 58 F．ベリー �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 510－ 41：34．11	 14．6�

（愛）

612 ウインマーレライ 牡4黒鹿55 松岡 正海�ウイン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 514＋ 4 〃 ハナ 6．8	
47 フレイムヘイロー 
7栗 56 大野 拓弥�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 484＋ 81：34．2クビ 91．2

816� ランリョウオー 
8黒鹿56 G．ブノワ 吉田 和美氏 橋田 満 豪

Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

474－ 41：34．3� 47．0�
（仏）

36 サトノギャラント 牡6黒鹿57 蛯名 正義里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 508＋14 〃 アタマ 3．2�
510 アルフレード 牡6鹿 57 吉田 豊 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 552＋ 41：34．51	 5．6
35 フェスティヴタロー 牡6栗 56 田中 勝春臼井義太郎氏 天間 昭一 新ひだか 小倉 光博 510＋ 41：34．6 43．0�
23 マイネルディアベル 牡4青鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新冠 ハシモトフアーム 460＋121：35．02� 21．2�
714 キョウエイストーム 牡10芦 57 石橋 脩田中 晴夫氏 中川 公成 三石 田湯牧場 452＋10 〃 ハナ 213．5�
48 カラダレジェンド 牡4鹿 55 田辺 裕信子安 裕樹氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 486＋26 〃 ハナ 65．2�
713 ミ ナ レ ッ ト 牝5鹿 54 石川裕紀人�ミルファーム 大和田 成 新ひだか キヨタケ牧場 476± 01：35．42� 44．0�
24 レオアクティブ 牡6栗 56 江田 照男�レオ 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 476＋101：35．5� 56．5�
59 ル ナ 牡6芦 56 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 田中スタッド 494＋ 6 （競走中止） 15．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 74，379，600円 複勝： 112，617，800円 枠連： 81，461，400円
馬連： 318，620，100円 馬単： 137，645，500円 ワイド： 122，164，900円
3連複： 401，941，300円 3連単： 613，683，500円 計： 1，862，514，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，640円 複 勝 � 370円 � 290円 � 240円 枠 連（1－8） 2，650円

馬 連 �� 7，150円 馬 単 �� 19，480円

ワ イ ド �� 1，610円 �� 1，180円 �� 980円

3 連 複 ��� 10，720円 3 連 単 ��� 94，020円

票 数

単勝票数 計 743796 的中 � 36224（8番人気）
複勝票数 計1126178 的中 � 74734（6番人気）� 99803（5番人気）� 131713（3番人気）
枠連票数 計 814614 的中 （1－8） 23814（10番人気）
馬連票数 計3186201 的中 �� 34496（27番人気）
馬単票数 計1376455 的中 �� 5298（64番人気）
ワイド票数 計1221649 的中 �� 19243（19番人気）�� 26563（12番人気）�� 32454（10番人気）
3連複票数 計4019413 的中 ��� 28114（35番人気）
3連単票数 計6136835 的中 ��� 4732（306番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．2―11．5―11．5―11．8―11．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―34．7―46．2―57．7―1：09．5―1：21．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F36．2

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

勝馬の
紹 介

コスモソーンパーク �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ジェニュイン デビュー 2010．8．22 新潟4着

2008．3．15生 牡7青鹿 母 マイネピュール 母母 レデイスポート 39戦6勝 賞金 167，559，000円
〔競走中止〕 ルナ号は，競走中に疾病〔左第1指関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 カオスモス号
（非抽選馬） 4頭 アズマシャトル号・エーシンミズーリ号・コアレスドラード号・メイショウヤタロウ号
※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。

00072 1月17日 晴 良 （27中山1）第6日 第12競走 ��
��2，200�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （芝・右・外）
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
2：10．1
2：10．0

良
良

69 ブライトボーイ 牡6鹿 57 内田 博幸古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 490－ 22：14．7 12．3�
33 ルミナスウォリアー 牡4鹿 56 柴山 雄一 �サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 468－ 4 〃 クビ 4．3�
44 エバーグリーン 牡7青 57 横山 典弘吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 514＋ 8 〃 アタマ 4．6�
710 ダービーフィズ 牡5栗 57 蛯名 正義 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 466＋ 82：14．91� 2．9�
11 ロードエフォール 牡7黒鹿57 G．ブノワ �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 成隆牧場 490＋ 22：15．11 33．9	

（仏）

68 ルミナスレッド 牝6鹿 55 江田 照男岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 502－ 42：15．31� 119．7

45 トーセンワープ 牡5鹿 57 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 日高 有限会社 エ

スティファーム B470－ 4 〃 クビ 21．0�
711 タイキプレミアム 牡6鹿 57 F．ベリー �大樹ファーム 池江 泰寿 浦河 三嶋牧場 472－ 4 〃 ハナ 22．1

（愛）

57 アンジュデュバン 牝4黒鹿54 大野 拓弥後藤 英成氏 武市 康男 日高 荒井ファーム 448＋ 22：15．5	 95．2�
56 シークレットパス 牡4芦 56

53 ▲石川裕紀人岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 6 〃 クビ 22．7�
812 ヒールゼアハーツ 牡7栗 57 三浦 皇成 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 500－ 42：15．6クビ 31．2�
813 ナンヨーケンゴー 
5鹿 57 田辺 裕信中村 德也氏 斎藤 誠 日高 日高大洋牧場 484± 0 〃 クビ 6．2�
22 トライアゲイン 牡4鹿 56 石橋 脩�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506＋142：15．7クビ 164．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 45，261，100円 複勝： 57，805，900円 枠連： 33，384，200円
馬連： 139，278，300円 馬単： 66，990，300円 ワイド： 55，054，700円
3連複： 152，463，700円 3連単： 260，518，800円 計： 810，757，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 230円 � 170円 � 160円 枠 連（3－6） 2，610円

馬 連 �� 2，480円 馬 単 �� 7，030円

ワ イ ド �� 750円 �� 800円 �� 450円

3 連 複 ��� 3，990円 3 連 単 ��� 31，360円

票 数

単勝票数 計 452611 的中 � 29327（5番人気）
複勝票数 計 578059 的中 � 54983（5番人気）� 92865（3番人気）� 101726（2番人気）
枠連票数 計 333842 的中 （3－6） 9888（11番人気）
馬連票数 計1392783 的中 �� 43475（8番人気）
馬単票数 計 669903 的中 �� 7137（25番人気）
ワイド票数 計 550547 的中 �� 18409（8番人気）�� 17045（10番人気）�� 33167（4番人気）
3連複票数 計1524637 的中 ��� 28654（10番人気）
3連単票数 計2605188 的中 ��� 6021（98番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―12．9―12．2―12．4―12．3―11．9―11．8―12．0―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―24．5―37．4―49．6―1：02．0―1：14．3―1：26．2―1：38．0―1：50．0―2：02．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブライトボーイ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．11．20 東京4着

2009．3．30生 牡6鹿 母 カレンバレリーナ 母母 シアラスダンサー 32戦4勝 賞金 67，809，000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。



（27中山1）第6日 1月17日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重後良
重

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

204，870，000円
2，080，000円
9，860，000円
1，600，000円
18，450，000円
71，609，000円
4，758，000円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
417，017，300円
618，214，100円
323，819，800円
1，225，461，500円
586，006，700円
538，397，700円
1，428，612，500円
2，131，626，600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 7，269，156，200円

総入場人員 16，719名 （有料入場人員 15，162名）
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