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00001 1月5日 曇 良 （25中山1）第1日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走9時50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 リベルタドーレス 牡3栗 56 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 484＋ 21：13．6 1．9�
24 アキノディフェンス 牝3青 54 石橋 脩穐吉 正孝氏 大和田 成 新ひだか 松田牧場 454－ 2 〃 クビ 44．1�
713 ヴェアリアスローズ 牝3栗 54 丸山 元気小林 秀樹氏 栗田 徹 新冠 村上牧場 396± 01：13．7クビ 11．8�
11 ト ド ロ ッ ク 牡3鹿 56 横山 典弘山岸 桂市氏 奥平 雅士 新冠 川島牧場 484＋ 61：14．01� 5．3�
510 クラウンプルートゥ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹矢野 悦三氏 小野 次郎 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 462＋ 21：14．31� 6．1�
59 イーグルカッター 牡3黒鹿56 柴田 善臣杉山 忠国氏 古賀 史生 新ひだか 中村 和夫 474＋ 8 〃 クビ 19．0�
36 ベルウッドシーマ 牡3黒鹿 56

53 ▲平野 優鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 506－ 4 〃 アタマ 55．2	

23 トーホウノブナガ 牡3青鹿56 吉田 豊東豊物産
 高橋 裕 日高 竹島 幸治 448＋ 81：14．4� 207．1�
47 コスモキャロル 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 日高 前川 義則 448－ 41：14．61� 57．4
35 シンクロニシティ 牝3黒鹿54 宮崎 北斗�下河辺牧場 武藤 善則 日高 下河辺牧場 476－ 21：14．81� 8．5�
611 アースミッション 牡3栗 56 北村 宏司前原 敏行氏 伊藤 大士 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 434＋12 〃 ハナ 44．6�
48 エンジェライト 牝3栗 54 津村 明秀 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 430＋ 21：15．11� 101．7�
815 マイネルルフレ 牡3栗 56 F．ベリー 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 浦河 笹地牧場 474－ 21：15．63 230．1�
（愛）

816 ハイテンダネス 牝3栗 54 小島 太一服部 新平氏 小島 太 浦河 鮫川フアーム 400± 01：16．02� 387．7�
12 フジイエロー 牝3栗 54 田辺 裕信藤田 達男氏 矢野 英一 新冠 佐藤 信広 B448＋141：17．49 48．6�
714 ディアプピーラ 牝3栗 54 江田 照男ディアレスト 菊川 正達 浦河 田中スタッド 462＋ 21：17．5� 186．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，679，500円 複勝： 56，843，100円 枠連： 18，755，000円
馬連： 67，144，700円 馬単： 45，299，500円 ワイド： 30，229，000円
3連複： 90，270，300円 3連単： 141，760，900円 計： 472，982，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 670円 � 300円 枠 連（2－6） 3，730円

馬 連 �� 3，540円 馬 単 �� 5，420円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 420円 �� 3，550円

3 連 複 ��� 7，970円 3 連 単 ��� 41，640円

票 数

単勝票数 計 226795 的中 � 94491（1番人気）
複勝票数 計 568431 的中 � 281576（1番人気）� 11785（7番人気）� 31562（5番人気）
枠連票数 計 187550 的中 （2－6） 3718（11番人気）
馬連票数 計 671447 的中 �� 14036（11番人気）
馬単票数 計 452995 的中 �� 6179（18番人気）
ワイド票数 計 302290 的中 �� 6484（12番人気）�� 19637（3番人気）�� 1946（32番人気）
3連複票数 計 902703 的中 ��� 8369（26番人気）
3連単票数 計1417609 的中 ��� 2513（115番人気）

ハロンタイム 11．7―11．0―11．5―12．9―12．7―13．8

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リベルタドーレス �
�
父 マイネルセレクト �

�
母父 Silver Charm デビュー 2012．9．16 中山2着

2010．3．4生 牡3栗 母 ソシアルチャーム 母母 プリスティン 4戦1勝 賞金 11，800，000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。
（非抽選馬） 4頭 アインディアマント号・カグー号・カラダドリーム号・ドリームサンサン号
※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。

00002 1月5日 曇 良 （25中山1）第1日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時20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

11 ケイアイリブラ 牝3鹿 54 勝浦 正樹亀田 和弘氏 柴崎 勇 新ひだか 村上牧場 450－101：57．3 35．1�
815 ジャングルハット 牝3鹿 54 D．マクドノー �サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 446＋101：57．72� 5．6�

（愛）

59 クラリティーエス 牝3青鹿54 吉田 豊吉田 照哉氏 松山 康久 千歳 社台ファーム 474－ 61：57．8クビ 2．9�
47 エルシェロアスール 牝3栗 54 柴山 雄一山下 恭茂氏 伊藤 伸一 浦河 山下 恭茂 462＋ 21：58．01� 20．3�
611 レオソルシエール 牝3鹿 54 石橋 脩田中 博之氏 古賀 慎明 新ひだか 築紫 洋 476＋ 21：58．1クビ 15．4�
612 ケイアイキャンサー 牝3鹿 54 内田 博幸亀田 和弘氏 伊藤 圭三 新ひだか 松田牧場 512－ 2 〃 クビ 3．5	
24 リ ヴ ァ ロ 牝3鹿 54 村田 一誠四本 昭弘氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 454＋ 41：58．84 12．0

48 バ プ テ ス マ 牝3青 54 北村 宏司 �キャロットファーム 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 61：59．33 35．0�
714 ヤ マ ガ ー ル 牝3栗 54 黛 弘人西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 元茂牧場 498－ 42：00．47 364．2�
816 ラプティウルス 牝3栗 54 三浦 皇成飯田 正剛氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 B458＋102：01．89 36．8
23 ポッドジャンヌ 牝3鹿 54 田辺 裕信小川眞査雄氏 大竹 正博 新ひだか 下屋敷牧場 490＋ 4 〃 ハナ 7．7�
35 メイショウフーガ 牝3鹿 54 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 村下 明博 468－102：02．22� 111．6�
713 リッチエモーション 牝3栗 54 丸田 恭介橋川 欣司氏 本間 忍 日高 日西牧場 446－102：02．51� 127．6�
510 デュルリアン 牝3青鹿54 吉田 隼人阿部 紀子氏 伊藤 伸一 様似 様似渡辺牧場 452＋ 22：04．4大差 121．4�
36 ラヴァーズブラック 牝3青鹿54 武士沢友治福田 光博氏 小桧山 悟 日高 増尾牧場 412＋162：04．82� 407．5�
12 マ ス ク バ ル 牝3鹿 54 丸山 元気門野 重雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 前川 正美 B432－ 82：05．65 151．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，767，400円 複勝： 36，892，100円 枠連： 20，852，500円
馬連： 64，190，400円 馬単： 41，774，200円 ワイド： 26，921，300円
3連複： 79，443，700円 3連単： 121，678，200円 計： 413，519，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，510円 複 勝 � 600円 � 220円 � 130円 枠 連（1－8） 6，920円

馬 連 �� 10，460円 馬 単 �� 34，530円

ワ イ ド �� 2，700円 �� 1，150円 �� 400円

3 連 複 ��� 8，580円 3 連 単 ��� 105，530円

票 数

単勝票数 計 217674 的中 � 4896（9番人気）
複勝票数 計 368921 的中 � 11143（9番人気）� 41486（3番人気）� 105930（1番人気）
枠連票数 計 208525 的中 （1－8） 2226（16番人気）
馬連票数 計 641904 的中 �� 4533（28番人気）
馬単票数 計 417742 的中 �� 893（70番人気）
ワイド票数 計 269213 的中 �� 2276（28番人気）�� 5589（13番人気）�� 18374（2番人気）
3連複票数 計 794437 的中 ��� 6837（27番人気）
3連単票数 計1216782 的中 ��� 851（266番人気）

ハロンタイム 12．8―12．8―13．9―13．9―13．2―12．4―12．3―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．6―39．5―53．4―1：06．6―1：19．0―1：31．3―1：43．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ケイアイリブラ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2012．12．1 中山14着

2010．3．15生 牝3鹿 母 ケイアイベローナ 母母 レディベローナ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リッチエモーション号・デュルリアン号・ラヴァーズブラック号・マスクバル号は，「タイムオーバー

による出走制限」のため，平成25年2月5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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ウエスタンアタック号・オマツリマンボ号・セイウンミーナ号
※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１日



00003 1月5日 晴 良 （25中山1）第1日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時50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

47 ランブリングマン 牡3鹿 56 田中 勝春スリースターズレーシング 新開 幸一 新ひだか 平野牧場 520－ 41：56．8 3．3�
24 キネオハレー 牡3鹿 56 蛯名 正義ジャパンフードビジネス� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 498＋ 81：57．97 4．1�
612 ランドブリーズ 牝3鹿 54 丸田 恭介西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 476－ 21：58．21� 20．0�
59 ガ ッ ト 牡3黒鹿56 江田 照男桐谷 茂氏 星野 忍 日高 大矢牧場 438－ 21：58．62� 40．2�
11 ペリドットムーン 牡3鹿 56 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 61：58．81 9．2�
48 モ リ ミ ヤ ビ 牝3栗 54 吉田 隼人	森島商事 牧 光二 安平 ノーザンファーム 446＋101：59．33 28．2

815 ツクバヒタチオー 牡3青 56 大野 拓弥荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 512＋ 81：59．72� 18．9�
713 リネンウインド 	3黒鹿 56

54 △西村 太一戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 前谷 武志 456＋ 61：59．8クビ 38．8�
23 シアワセノホシ 牡3鹿 56 津村 明秀	木村牧場 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 440－ 42：00．01� 99．4
35 シルバートーク 牡3芦 56 石橋 脩加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 482－102：00．2� 47．4�
816 コスモアンジェリケ 牝3黒鹿54 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 中川 公成 日高 中川 欽一 438＋ 42：00．3� 19．9�
510 テルミニスト 牡3黒鹿56 木幡 初広加藤 厚子氏 松永 康利 新冠 大狩部牧場 458± 02：00．4� 4．5�
12 イフウドウドウ 牡3栗 56 三浦 皇成西村新一郎氏 天間 昭一 平取 高橋 啓 480＋142：01．35 21．7�
611 ボンジュールリリー 牝3芦 54 吉田 豊田中善次郎氏 小野 次郎 浦河 荻伏服部牧場 454± 02：01．83 42．3�
714 ウインギャラント 牡3鹿 56 D．マクドノー �ウイン 上原 博之 新ひだか 千代田牧場 454＋ 6 〃 アタマ 35．7�

（愛）

36 ドナヴェスタ 牝3栗 54 中舘 英二山田 貢一氏 鈴木 伸尋 浦河 桑田牧場 450± 02：03．07 125．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，963，700円 複勝： 37，720，700円 枠連： 24，509，700円
馬連： 69，764，200円 馬単： 42，866，300円 ワイド： 32，364，800円
3連複： 89，093，500円 3連単： 122，700，600円 計： 441，983，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 180円 � 370円 枠 連（2－4） 710円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，160円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 4，460円 3 連 単 ��� 15，470円

票 数

単勝票数 計 229637 的中 � 56177（1番人気）
複勝票数 計 377207 的中 � 83073（1番人気）� 57418（3番人気）� 20705（5番人気）
枠連票数 計 245097 的中 （2－4） 25573（2番人気）
馬連票数 計 697642 的中 �� 71052（1番人気）
馬単票数 計 428663 的中 �� 25028（1番人気）
ワイド票数 計 323648 的中 �� 25697（1番人気）�� 6496（10番人気）�� 4778（20番人気）
3連複票数 計 890935 的中 ��� 14748（10番人気）
3連単票数 計1227006 的中 ��� 5854（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―38．3―52．1―1：04．6―1：17．2―1：30．0―1：43．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ランブリングマン �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2012．10．20 東京3着

2010．3．3生 牡3鹿 母 ナムラコウラン 母母 テンザンナイーブ 3戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 テルミニスト号の騎手木幡初広は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）

ランドブリーズ号の騎手丸田恭介は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：13番・6番）
〔その他〕 ドナヴェスタ号は，3コーナーで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。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 カシノオパール号
（非抽選馬） 9頭 クリノガッサン号・ケツァルコアトル号・テンジンキヨモリ号・ドリームアース号・ベルゲンクライ号・

ポンデザムール号・マイネルムーン号・ミサキノドリーム号・ロードアストロ号
※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。

00004 1月5日 晴 良 （25中山1）第1日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時20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

22 ラッキーマイラブ 牝3鹿 54 横山 典弘�ターフ・スポート鈴木 康弘 浦河 酒井牧場 464 ―1：14．5 2．3�
58 トウカイアムール 牝3鹿 54 蛯名 正義内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 中島牧場 460 ―1：15．13� 6．6�
35 テ ュ ケ ー 牝3鹿 54 武士沢友治小川 敏夫氏 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 474 ― 〃 アタマ 91．8�
34 リワードサイオン 牡3栗 56 大野 拓弥宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード 484 ―1：15．41� 12．1�
815 ホイットマン 	3栗 56 村田 一誠池谷 誠一氏 栗田 徹 むかわ 上水牧場 464 ―1：15．82� 32．3�
713 エドノキミツ 牡3栗 56 田中 博康遠藤 喜松氏 菊沢 隆徳 新ひだか 沖田 忠幸 482 ―1：16．01
 21．7	
814 ダイゴハクリュウ 牡3芦 56 柴山 雄一長谷川光司氏 堀井 雅広 平取 船越 伸也 464 ― 〃 アタマ 5．2

611 ニイラゴンゴ 牡3鹿 56 吉田 豊小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 488 ―1：16．1� 13．6�
47 オンワードハーバー 	3芦 56

53 ▲山崎 亮誠樫山 章子氏 杉浦 宏昭 新冠 高橋 忍 432 ―1：16．41� 107．9�
712 コリカンチャ 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行�ミルファーム 武市 康男 浦河 バンダム牧場 494 ―1：16．5クビ 106．2
23 ウエスタンゲート 牡3鹿 56 田中 勝春西川 賢氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム 470 ―1：16．6� 10．7�
59 ケージートパーズ 牝3鹿 54 伊藤 工真川井 五郎氏 田島 俊明 新ひだか 松本牧場 422 ―1：17．23� 89．0�
11 オレモマッテタゼ 牡3栗 56 三浦 皇成�山王飯店 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 506 ―1：17．41� 36．0�
610 タータンチェック 牝3青 54 二本柳 壮柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 450 ―1：17．61 267．8�
46 オーディション 牝3鹿 54 北村 宏司 H.R.H．プリンセス・ハヤ 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458 ―1：18．77 14．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 24，536，600円 複勝： 33，834，300円 枠連： 21，698，100円
馬連： 63，831，100円 馬単： 45，057，000円 ワイド： 27，227，900円
3連複： 75，422，700円 3連単： 116，461，400円 計： 408，069，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 200円 � 1，410円 枠 連（2－5） 610円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 340円 �� 3，020円 �� 5，270円

3 連 複 ��� 14，860円 3 連 単 ��� 45，890円

票 数

単勝票数 計 245366 的中 � 87289（1番人気）
複勝票数 計 338343 的中 � 99404（1番人気）� 43618（3番人気）� 3948（12番人気）
枠連票数 計 216981 的中 （2－5） 26574（2番人気）
馬連票数 計 638311 的中 �� 66690（1番人気）
馬単票数 計 450570 的中 �� 31867（1番人気）
ワイド票数 計 272279 的中 �� 22827（1番人気）�� 2057（34番人気）�� 1167（45番人気）
3連複票数 計 754227 的中 ��� 3746（48番人気）
3連単票数 計1164614 的中 ��� 1873（137番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．8―12．5―13．2―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―35．2―47．7―1：00．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラッキーマイラブ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 アーミジャー 初出走

2010．5．9生 牝3鹿 母 ステファニーチャン 母母 チャリタブル 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 オーディション号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔制裁〕 ダイゴハクリュウ号の騎手柴山雄一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：13番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 オーディション号は，平成25年1月6日から平成25年1月27日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。



00005 1月5日 晴 良 （25中山1）第1日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時10分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．2
1：56．1

良
良

816 ミエノワンダー 牡3鹿 56 北村 宏司里見美惠子氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 506－ 22：02．3 7．8�
36 テイエムブシドー 牡3鹿 56 横山 典弘竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 オリエント牧場 452＋ 22：02．4� 8．7�
59 ミシシッピデルタ 牡3芦 56 柴山 雄一難波 経雄氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 472＋102：02．61� 6．8�
815 コスモピースフル 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 448＋ 4 〃 アタマ 17．6�
23 ネコタイショウ 牡3鹿 56 石橋 脩桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 432± 0 〃 アタマ 7．9�
510 マイネルオリンポス 牡3鹿 56 三浦 皇成 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 412± 0 〃 ハナ 5．6

35 レアパルファム 牝3芦 54

51 ▲杉原 誠人森 保彦氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 470＋ 82：02．7	 16．1�
47 ダイワブレイディ 牡3芦 56 柴田 善臣大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 512＋ 22：03．23 17．4�
24 トーセンワイルド 牡3青 56 田中 博康島川 哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 496＋162：03．41� 78．6�
12 シンボリジャズ 牡3鹿 56 田辺 裕信シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 478－ 22：03．5クビ 5．4�
48 ワッペンジュニア 牡3青鹿56 田中 勝春有限会社シルク尾関 知人 安平 ノーザンファーム 464－16 〃 クビ 8．7�
713 ベルミュール 牝3鹿 54 蛯名 正義有限会社シルク二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 430－ 42：04．24 24．9�
612 ナデシコウーマン 牝3青鹿54 丸山 元気阿部 紀子氏 斎藤 誠 新冠 森 牧場 442＋ 42：04．73 155．6�
714 マダムバタフライ 牝3鹿 54

52 △嶋田 純次平岡 茂樹氏 田島 俊明 浦河 大野牧場 476＋ 62：06．08 195．7�
11 アキノハート 牝3栗 54 丸田 恭介穐吉 正孝氏 大和田 成 新ひだか 佐竹 学 B468＋122：06．31� 40．6�

（15頭）
611 ヤマニンアルゴシー 牡3栗 56 吉田 隼人土井 肇氏 池上 昌弘 新冠 錦岡牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 27，238，600円 複勝： 51，506，100円 枠連： 34，419，900円
馬連： 95，744，900円 馬単： 57，010，800円 ワイド： 39，940，400円
3連複： 124，775，600円 3連単： 167，021，900円 計： 597，658，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 250円 � 290円 � 270円 枠 連（3－8） 1，690円

馬 連 �� 2，980円 馬 単 �� 6，080円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 950円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 6，920円 3 連 単 ��� 45，010円

票 数

単勝票数 差引計 272386（返還計 459） 的中 � 27826（4番人気）
複勝票数 差引計 515061（返還計 550） 的中 � 58098（3番人気）� 46075（6番人気）� 51687（4番人気）
枠連票数 差引計 344199（返還計 2 ） 的中 （3－8） 15047（9番人気）
馬連票数 差引計 957449（返還計 803） 的中 �� 23740（13番人気）
馬単票数 差引計 570108（返還計 243） 的中 �� 6925（28番人気）
ワイド票数 差引計 399404（返還計 481） 的中 �� 8385（15番人気）�� 10486（8番人気）�� 7719（17番人気）
3連複票数 差引計1247756（返還計 1451） 的中 ��� 13308（21番人気）
3連単票数 差引計1670219（返還計 2176） 的中 ��� 2739（150番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―12．1―12．1―12．8―12．7―13．0―12．6―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．2―35．3―47．4―1：00．2―1：12．9―1：25．9―1：38．5―1：50．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F36．4
1
3
1，7，14（3，6）（4，16）（2，8，10）9－5，15＝13－12・（1，7）（3，14）（6，16）（4，10，15）（5，2，8，9）13－12

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミエノワンダー �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．12．15 中山5着

2010．4．16生 牡3鹿 母 トリプレックス 母母 トリプルワウ 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔出走取消〕 ヤマニンアルゴシー号は，疾病〔創傷性左角膜炎〕のため出走取消。
※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 アナタトトモニ号・ウインフェロー号・クリスフォンテン号・ハイパージュエル号・ヒカルハノハノ号・

マイネルミラノ号

00006 1月5日 曇 良 （25中山1）第1日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走12時40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 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

510 インパルション 牡4鹿 56 田辺 裕信岡田 牧雄氏 矢野 英一 日高 出口牧場 470＋ 21：55．2 4．6�
47 コパノウィリアム 牡4鹿 56 吉田 豊小林 祥晃氏 尾形 充弘 新ひだか 服部 牧場 482＋12 〃 クビ 7．6�
11 フェアブレシア 牡4鹿 56 柴山 雄一岡田 牧雄氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 542－ 21：55．3クビ 9．2�
816 ロックシンガー 牡4鹿 56

54 △嶋田 純次�槇本牧場 手塚 貴久 日高 槇本牧場 496＋ 41：55．51� 48．7�
59 ダ イ ゴ ロ ー 牡5鹿 57 大庭 和弥山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 三石川上牧場 528－ 41：55．71� 10．6�
12 モントリヒト 牡4栗 56 北村 宏司 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 430＋ 61：55．8� 1．9	
23 コスモパルダ 牡4青鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 506＋101：56．43� 22．4

36 � スプリングオー 	4黒鹿 56

53 ▲横山 和生栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 バンブー牧場 452－ 81：56．5� 270．7�
612 アルフェロア 牡4青鹿56 三浦 皇成吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 494＋ 21：56．71� 17．0�
24 � サンタンジェロ 牝5黒鹿55 丸山 元気村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 444＋ 91：56．8クビ 63．0
35 ヤマニンクラバット 牡5鹿 57 伊藤 工真土井 肇氏 佐藤 吉勝 浦河 廣田 伉助 492＋ 4 〃 ハナ 167．9�
714 シンボリスウィフト 牡4黒鹿56 中舘 英二シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 484＋ 61：57．11
 75．6�
611 カシノアクセル 牡5鹿 57

54 ▲原田 和真柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 片山 建治 450＋ 61：58．8大差 371．1�
713 コウズシャイン 牡4鹿 56 二本柳 壮山本 功士氏 二本柳俊一 浦河 高松牧場 B512－ 41：58．9
 357．3�
815 キングザブルース 牡4栗 56 D．マクドノー 西浦 和男氏 土田 稔 浦河 丸幸小林牧場 474－ 81：59．32� 77．1�

（愛）

48 ブ リ ッ サ 牝4鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 畠山 重則 新冠 新冠伊藤牧場 B492＋141：59．83 271．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，467，100円 複勝： 52，488，700円 枠連： 27，289，500円
馬連： 77，531，100円 馬単： 57，597，600円 ワイド： 34，662，700円
3連複： 96，645，700円 3連単： 176，240，400円 計： 552，922，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 180円 � 230円 � 270円 枠 連（4－5） 1，010円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 3，040円

ワ イ ド �� 490円 �� 670円 �� 890円

3 連 複 ��� 4，200円 3 連 単 ��� 19，920円

票 数

単勝票数 計 304671 的中 � 52296（2番人気）
複勝票数 計 524887 的中 � 86969（2番人気）� 58018（3番人気）� 48167（4番人気）
枠連票数 計 272895 的中 （4－5） 20064（5番人気）
馬連票数 計 775311 的中 �� 37245（6番人気）
馬単票数 計 575976 的中 �� 14026（10番人気）
ワイド票数 計 346627 的中 �� 18255（4番人気）�� 12799（6番人気）�� 9297（10番人気）
3連複票数 計 966457 的中 ��� 16991（14番人気）
3連単票数 計1762404 的中 ��� 6530（58番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―13．2―13．9―13．0―12．6―12．4―12．3―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―37．6―51．5―1：04．5―1：17．1―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4F50．7―3F38．1
1
3
1，14－9，3－（4，8）12，2，10，7，13（6，11，16）－15－5
1（14，3，10）（9，2，16）（12，8）4，7，13（6，11，15）＝5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

インパルション �
�
父 デュランダル �

�
母父 Danzig デビュー 2012．2．5 東京10着

2009．5．25生 牡4鹿 母 ブライドウッド 母母 Braiswick 13戦2勝 賞金 20，420，000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） 6頭 カシノグリーディ号・ガッテンキャンパス号・キングスバーン号・コスモイフリート号・シンデンアラタ号・

マリーズタイム号
※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。



00007 1月5日 曇 良 （25中山1）第1日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時10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 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

712 カネトシミント 牡4黒鹿56 蛯名 正義兼松 利男氏 水野 貴広 浦河 高岸 順一 502＋ 41：12．1 14．2�
611 ミヤビリファイン 牡4青鹿56 吉田 豊村上 義勝氏 大久保洋吉 新ひだか 高橋 修 502＋10 〃 アタマ 5．7�
11 ファンデルワールス �4鹿 56 嘉藤 貴行 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 488＋ 21：12．2クビ 11．4�
58 ベアフルート 牝4栗 54 丸田 恭介宮崎 利男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 488－ 4 〃 ハナ 15．1�
47 	 アンバウンド 牝4栗 54 北村 宏司�大樹ファーム 大竹 正博 米 Colts Neck

Stables, LLC. 468－ 2 〃 ハナ 7．1�
59 	 ド ロ �6栗 57 田辺 裕信吉田 和美氏 久保田貴士 米 Millard

Winterrowd B478＋ 21：12．41
 6．8	
35 カルブンクルス 牝4青 54 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 470＋12 〃 クビ 43．6

814� ス ペ ク ラ 牡4鹿 56 中舘 英二林 正道氏 田村 康仁 安平 追分ファーム 496＋ 51：12．61
 63．6�
815 レッドジョーカー 牡5黒鹿57 内田 博幸 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新ひだか 水上 習孝 540＋ 2 〃 ハナ 2．4
713 ポピュラーストック �5栗 57 大野 拓弥 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 81：12．81
 29．6�
34 � トーセンブリッツ 牡5青 57 石橋 脩島川 �哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B472＋14 〃 クビ 23．4�
46 � シンボリゾンネ 牡5栗 57

54 ▲杉原 誠人シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 540＋ 41：13．86 132．3�
23 � サクラカノン 牝5鹿 55 吉田 隼人�さくらコマース金成 貴史 新冠 川上牧場 464－161：13．9クビ 140．1�
610� ドーリーガール 牝4栗 54

52 △西村 太一モナコ商事� 松山 将樹 新ひだか 中橋 正 426＋141：14．75 303．3�
22 � クリノモンテローザ 牝4栗 54 三浦 皇成栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 畠山牧場 470－111：15．65 78．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，061，000円 複勝： 49，104，900円 枠連： 27，736，100円
馬連： 95，889，400円 馬単： 60，597，700円 ワイド： 39，727，500円
3連複： 110，262，900円 3連単： 175，270，700円 計： 591，650，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 320円 � 220円 � 280円 枠 連（6－7） 2，250円

馬 連 �� 3，560円 馬 単 �� 7，770円

ワ イ ド �� 940円 �� 1，800円 �� 860円

3 連 複 ��� 8，930円 3 連 単 ��� 61，950円

票 数

単勝票数 計 330610 的中 � 18352（6番人気）
複勝票数 計 491049 的中 � 38817（6番人気）� 65128（2番人気）� 45175（5番人気）
枠連票数 計 277361 的中 （6－7） 9113（10番人気）
馬連票数 計 958894 的中 �� 19894（15番人気）
馬単票数 計 605977 的中 �� 5759（29番人気）
ワイド票数 計 397275 的中 �� 10530（10番人気）�� 5278（25番人気）�� 11703（8番人気）
3連複票数 計1102629 的中 ��� 9122（29番人気）
3連単票数 計1752707 的中 ��� 2088（198番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．4―12．3―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．2―46．5―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カネトシミント �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2012．3．3 中山7着

2009．5．9生 牡4黒鹿 母 ラヴコマンダー 母母 エンピリカル 14戦2勝 賞金 19，520，000円
〔発走状況〕 ファンデルワールス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ベアフルート号の騎手丸田恭介は，決勝線手前での御法について戒告。
※出走取消馬 キタサンハヤブサ号（疾病〔右前肢フレグモーネ〕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 アマレット号・エリクサー号・キングスウィープ号・サトノロック号・トーセントレジャー号・モリトブイコール号・

レッツゴーマークン号

00008 1月5日 曇 良 （25中山1）第1日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時40分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，245，000
1，245，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

48 ヴァンガード 牡4鹿 56 北村 宏司 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 504＋ 21：54．0 7．9�

47 � エイトプリンス 牡5栗 57
54 ▲杉原 誠人河合良太郎氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 436± 01：54．32 103．7�

815 ミッキーナチュラル 牡4栗 56 三浦 皇成野田みづき氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 508＋ 21：54．4クビ 33．1�
35 カフェコンセール 牡4青 56 蛯名 正義吉野 弘司氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム 482＋10 〃 ハナ 2．3�
816 アントウェルペン 牡5鹿 57 田辺 裕信青山 洋一氏 久保田貴士 新ひだか グランド牧場 B498－ 4 〃 同着 16．8�
510 ディアビリーヴ 牡6青鹿57 内田 博幸寺田千代乃氏 田村 康仁 様似 ホウセイ牧場 B502＋ 41：54．93 17．2�
12 � サクラレグナム 牡4栗 56 横山 典弘	さくらコマース金成 貴史 新冠 川上牧場 508－ 4 〃 ハナ 4．2

24 ゴールドロジャー 牡5黒鹿57 的場 勇人�ターフ・スポート高木 登 新冠 村田牧場 496＋ 21：55．11 28．7�
11 メジロオマリー 牡8黒鹿57 柴田 大知岩﨑 伸道氏 奥平 雅士 洞爺 メジロ牧場 464＋121：55．2	 144．3
612 サンマルデューク 牡4黒鹿56 吉田 隼人相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 498＋141：55．51	 6．3�
713 アサクサマリンバ 牡6鹿 57

54 ▲横山 和生田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 482＋181：56．13
 130．4�
59 ディアフォルティス 牡5黒鹿57 丸田 恭介ディアレスト 宗像 義忠 新ひだか 中田 英樹 B494＋141：56．2
 28．3�
23 ダノンボルケーノ 牡6栗 57 大野 拓弥	ダノックス 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 488± 01：56．3
 97．6�
714� プ ル プ ル 牝7鹿 55

53 △嶋田 純次栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 辻 牧場 434－ 21：56．51
 225．2�
611 トップストライド 牡5鹿 57

54 ▲長岡 禎仁�コオロ 萱野 浩二 日高 庄野牧場 B502＋101：56．6
 109．9�
36 サウスパシフィック 牡4鹿 56 木幡 初広 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 526＋36 〃 アタマ 42．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，633，800円 複勝： 52，708，500円 枠連： 31，082，500円
馬連： 108，821，500円 馬単： 67，805，500円 ワイド： 42，324，400円
3連複： 123，894，000円 3連単： 204，665，000円 計： 667，935，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 280円 � 1，890円 � 910円 枠 連（4－4） 21，230円

馬 連 �� 29，360円 馬 単 �� 46，300円

ワ イ ド �� 5，230円 �� 4，230円 �� 25，000円

3 連 複 ��� 236，880円 3 連 単 ��� 1，269，270円

票 数

単勝票数 計 366338 的中 � 36884（4番人気）
複勝票数 計 527085 的中 � 60094（4番人気）� 6531（12番人気）� 14342（9番人気）
枠連票数 計 310825 的中 （4－4） 1081（32番人気）
馬連票数 計1088215 的中 �� 2736（52番人気）
馬単票数 計 678055 的中 �� 1081（86番人気）
ワイド票数 計 423244 的中 �� 1996（45番人気）�� 2478（38番人気）�� 413（94番人気）
3連複票数 計1238940 的中 ��� 386（270番人気）
3連単票数 計2046650 的中 ��� 119（1365番人気）

ハロンタイム 12．5―11．9―13．1―13．1―12．3―12．3―12．5―12．7―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．4―37．5―50．6―1：02．9―1：15．2―1：27．7―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴァンガード �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Dubai Millennium デビュー 2011．11．13 京都3着

2009．5．10生 牡4鹿 母 スプリングレイン 母母 ストームソング 12戦3勝 賞金 24，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ジェットヴォイス号・ジャンナ号・ドリームザネクスト号・ヒラボクマジック号
（非抽選馬） 1頭 ヤマタケディガー号



00009 1月5日 曇 良 （25中山1）第1日 第9競走 ��
��1，200�

は つ ひ で

初日の出ステークス
発走14時15分 （ダート・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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000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
1：08．7
1：08．7

重
重

816 サダムグランジュテ 牝5鹿 55 田辺 裕信大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B478＋ 21：10．5 5．1�

36 アイディンパワー 牡7鹿 57 江田 照男米井 勝氏 本田 優 新ひだか 三木田 頼嗣 502＋ 41：10．6� 34．2�
815 ダッシャーワン 牡5栗 57 内田 博幸芦田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 506± 01：10．7� 2．9�
510	 ズ ン ダ モ チ 牡7芦 57 蛯名 正義吉田 哲哉氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 542＋ 2 〃 ハナ 8．3�
23 エイコオウイング 牝5鹿 55 横山 典弘木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 482＋ 41：10．8
 15．6�
59 � エーシンジェイワン 牡5栗 57 石橋 脩�栄進堂 西園 正都 米 Nekia Farm B544＋ 41：11．01� 5．5	
47 エーシンハダル 牡6鹿 57 三浦 皇成�栄進堂 野中 賢二 新ひだか タイヘイ牧場 B502＋101：11．21 11．1

48 ハッピーカオル 牡6青 57 北村 宏司芝山 香氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 458± 0 〃 クビ 9．1�
35 ハンマープライス 牡7栗 57 木幡 初広 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 496＋ 81：11．3クビ 163．3
12 ノボレインボー 牝7芦 55 大庭 和弥�LS.M 天間 昭一 日高 高橋牧場 526＋ 41：11．4� 65．2�
11 イチエイクリッパー 牡6鹿 57 柴田 大知築地 榮一氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 516＋ 81：11．71� 158．0�
612� カフェレジェンド 牡8青鹿57 津村 明秀西川 光一氏 松山 康久 米 Fred M. Allor B534＋ 81：12．01� 210．0�
611 ウィルパワー 牝6鹿 55 F．ベリー �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 460－ 41：12．21 32．0�

（愛）

24 サザンスターディ 牡7鹿 57 柴田 善臣南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 532＋ 81：12．41� 78．2�
714 アドマイヤテンバ 牝6芦 55 D．マクドノー 近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 470± 01：12．72 24．7�

（愛）

713 ターニングポイント 8青鹿57 宮崎 北斗山上 和良氏 和田 正道 新冠 泉渕瀬牧場 B478＋ 41：13．12
 198．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，037，500円 複勝： 73，623，400円 枠連： 53，739，200円
馬連： 154，988，100円 馬単： 88，432，300円 ワイド： 57，604，700円
3連複： 182，623，500円 3連単： 308，461，600円 計： 963，510，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 190円 � 470円 � 140円 枠 連（3－8） 3，030円

馬 連 �� 8，410円 馬 単 �� 12，530円

ワ イ ド �� 1，860円 �� 310円 �� 2，000円

3 連 複 ��� 8，240円 3 連 単 ��� 65，930円

票 数

単勝票数 計 440375 的中 � 68089（2番人気）
複勝票数 計 736234 的中 � 106637（2番人気）� 28930（8番人気）� 185037（1番人気）
枠連票数 計 537392 的中 （3－8） 13111（11番人気）
馬連票数 計1549881 的中 �� 13610（26番人気）
馬単票数 計 884323 的中 �� 5210（47番人気）
ワイド票数 計 576047 的中 �� 7016（24番人気）�� 53339（1番人気）�� 6519（26番人気）
3連複票数 計1826235 的中 ��� 16375（30番人気）
3連単票数 計3084616 的中 ��� 3453（216番人気）

ハロンタイム 11．7―10．5―11．0―12．0―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．2―33．2―45．2―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サダムグランジュテ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Boundary デビュー 2010．8．22 札幌7着

2008．1．19生 牝5鹿 母 シーズライクリオ 母母 Leading Rhyme 24戦5勝 賞金 81，975，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 カフェマーシャル号・グローリールピナス号・サザンブレイズ号・スマートキャスター号・チャンピオンヤマト号・

チャンピオンラブ号・フリートアロー号・ブルーソックス号
※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。

00010 1月5日 曇 良 （25中山1）第1日 第10競走 ��
��1，600�ジュニアカップ

発走14時50分 （芝・右・外）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金1，150万円毎1�
増

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

34 マイネルホウオウ 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ヒカル牧場 488－ 61：35．6 3．3�

22 マイネルブルズアイ 牡3鹿 56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武藤 善則 えりも エクセルマネジメント 466＋ 41：35．7� 27．4�

58 ベステゲシェンク 牡3鹿 56 北村 宏司吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 454－ 21：35．91	 4．4�
11 エスユーハリケーン 牡3鹿 56 江田 照男楳津 繁氏 高橋 祥泰 新ひだか 上村 清志 470－ 4 〃 クビ 14．5�
35 ディアセルヴィス 牡3鹿 57 勝浦 正樹ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 458＋ 4 〃 アタマ 26．1�
59 コトブキゴールド 牡3鹿 56 F．ベリー 尾上 松壽氏 金成 貴史 日高 藤本ファーム 438± 01：36．21� 35．6	

（愛）

47 ヘルデンテノール 牡3鹿 56 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 512＋ 2 〃 クビ 4．1�

712 ヤ マ ノ レ オ 
3栗 56 西村 太一山泉 恵宥氏 山内 研二 新ひだか キヨタケ牧場 470＋ 21：36．3クビ 55．5�
814 レッドヴィーヴォ 牡3黒鹿56 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 450± 0 〃 クビ 47．0
611 レッドジャイヴ 牡3青鹿56 D．マクドノー �東京ホースレーシング 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 444± 01：36．4� 12．8�

（愛）

46 ロジウエスト 牝3鹿 54 柴田 善臣久米田正明氏 大竹 正博 新冠 オリエント牧場 492＋141：36．71� 48．5�
713 ジョージジョージ 牡3栗 56 丸田 恭介北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 460＋ 61：36．8� 112．2�
610 アポロオラクル 牡3鹿 56 吉田 隼人アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 平野牧場 434－ 21：37．01	 78．8�
815 クリノチョモランマ 牡3青鹿56 内田 博幸栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 502＋ 61：37．1� 6．6�
23 � ドクトルバロン 牡3栗 56 田辺 裕信湯澤 寛氏 大江原 哲 新冠 ビッグレッドファーム 472＋ 21：37．31� 146．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 49，767，400円 複勝： 76，824，900円 枠連： 43，870，800円
馬連： 188，297，500円 馬単： 108，022，300円 ワイド： 64，927，300円
3連複： 210，852，400円 3連単： 380，856，500円 計： 1，123，419，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 550円 � 190円 枠 連（2－3） 3，020円

馬 連 �� 3，170円 馬 単 �� 5，530円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 410円 �� 2，600円

3 連 複 ��� 5，590円 3 連 単 ��� 30，300円

票 数

単勝票数 計 497674 的中 � 118925（1番人気）
複勝票数 計 768249 的中 � 196793（1番人気）� 25789（8番人気）� 105167（3番人気）
枠連票数 計 438708 的中 （2－3） 10749（13番人気）
馬連票数 計1882975 的中 �� 43915（11番人気）
馬単票数 計1080223 的中 �� 14418（19番人気）
ワイド票数 計 649273 的中 �� 14820（10番人気）�� 43604（4番人気）�� 5713（29番人気）
3連複票数 計2108524 的中 ��� 27879（13番人気）
3連単票数 計3808565 的中 ��� 9279（80番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―24．5―36．6―48．8―1：01．1―1：12．8―1：24．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルホウオウ �
�
父 スズカフェニックス �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．6．23 福島1着

2010．4．23生 牡3栗 母 テンザンローズ 母母 コウエイシャダイ 7戦3勝 賞金 46，156，000円
※ヤマノレオ号は，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。

２レース目



00011 1月5日 曇 良 （25中山1）第1日 第11競走 ��
��2，000�第62回日刊スポーツ賞中山金杯（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・右）
4歳以上，24．1．5以降24．12．24まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

日刊スポーツ新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 616，000円 176，000円 88，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．2
1：56．1

良
良

36 � タッチミーノット 牡7黒鹿57 横山 典弘吉田 照哉氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム 506＋ 21：59．5 4．4�
611 アドマイヤタイシ 牡6黒鹿55 F．ベリー 近藤 利一氏 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466－101：59．81� 6．6�
（愛）

59 ジャスタウェイ 牡4鹿 56．5 内田 博幸大和屋 暁氏 須貝 尚介 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486± 01：59．9	 3．4�

24 ドリームセーリング 牡6栗 54 吉田 豊セゾンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 千代田牧場 484＋10 〃 アタマ 22．6�
510 ダイワマッジョーレ 牡4鹿 55 丸田 恭介大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 438－ 6 〃 アタマ 4．7�
23 キョウエイストーム 牡8芦 55 吉田 隼人田中 晴夫氏 中川 公成 三石 田湯牧場 446－ 22：00．0	 42．5	
47 セイクリッドバレー 牡7栗 56 丸山 元気吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 504＋10 〃 クビ 58．9

48 コスモオオゾラ 牡4鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 492＋ 62：00．1クビ 9．8�
12 タガノエルシコ 牡8栗 55 石橋 脩八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 430－10 〃 ハナ 34．5
815 ヒットザターゲット 牡5栗 57 蛯名 正義前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 514＋ 4 〃 クビ 16．6�
11 ニシノメイゲツ 牡6青鹿53 村田 一誠西山 茂行氏 田村 康仁 むかわ 西山牧場 460± 0 〃 ハナ 27．7�
35 シ ン ゲ ン 牡10黒鹿57 三浦 皇成吉田 千津氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 510＋182：00．31	 66．3�
714 トップカミング 
7黒鹿54 岩部 純二�コオロ 萱野 浩二 浦河 木戸口牧場 462＋ 22：00．51� 86．1�
713 ダンツホウテイ 牡8黒鹿56 木幡 初広山元 哲二氏 本田 優 静内 大典牧場 480＋142：00．81� 133．6�
816 イケドラゴン 牡8栗 50 江田 照男池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 538＋ 42：01．11� 74．8�
612 テイエムアンコール 牡9芦 56 柴田 善臣竹園 正繼氏 柴田 政見 三石 坂本牧場 466－ 42：01．31� 99．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 144，409，900円 複勝： 198，552，200円 枠連： 244，751，800円
馬連： 963，773，100円 馬単： 449，137，300円 ワイド： 241，140，800円
3連複： 1，199，577，700円 3連単： 2，266，298，800円 計： 5，707，641，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 190円 � 160円 枠 連（3－6） 1，100円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 2，100円

ワ イ ド �� 510円 �� 410円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，810円 3 連 単 ��� 9，400円

票 数

単勝票数 計1444099 的中 � 261637（2番人気）
複勝票数 計1985522 的中 � 362599（1番人気）� 251973（4番人気）� 361126（2番人気）
枠連票数 計2447518 的中 （3－6） 164635（4番人気）
馬連票数 計9637731 的中 �� 645642（5番人気）
馬単票数 計4491373 的中 �� 158325（9番人気）
ワイド票数 計2411408 的中 �� 117459（5番人気）�� 150781（4番人気）�� 98165（6番人気）
3連複票数 計11995777 的中 ��� 491361（4番人気）
3連単票数 計22662988 的中 ��� 178033（21番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―12．8―12．1―12．5―12．1―11．8―11．6―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．2―36．0―48．1―1：00．6―1：12．7―1：24．5―1：36．1―1：47．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F35．0
1
3
4（11，16）（5，12）（6，10，14）3（8，9，15）－（1，13）－7－2
4，16（5，11）12（3，6，10，13）14（1，8，9）15，7，2

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

勝馬の
紹 介

�タッチミーノット �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Mr. Prospector

2006．4．20生 牡7黒鹿 母 タッチフォーゴールド 母母 Daijin 22戦5勝 賞金 174，436，000円
初出走 JRA

※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。

00012 1月5日 曇 良 （25中山1）第1日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走16時00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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

814 キッズニゴウハン 牡5栗 57 田辺 裕信瀬谷 �雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 484± 01：33．9 3．1�
47 � ダブルオーセブン 牡5黒鹿57 吉田 豊 �クローバー商事 古賀 史生 日高 新生ファーム 494＋ 21：34．11	 47．9�
22 オメガブルーハワイ 牝6黒鹿55 内田 博幸原 
子氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 462＋ 21：34．2� 4．1�
610� エメラルスピード 牡5栗 57 D．マクドノー 高橋 勉氏 勢司 和浩 浦河 中村 雅明 466＋ 2 〃 クビ 13．1�

（愛）

815 ハイタッチクイーン 牝6栗 55 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 456＋ 2 〃 ハナ 32．9	
58 � ダークマレイン 牝4鹿 54 丸田 恭介門野 重雄氏 大竹 正博 米 Winches-

ter Farm 456＋ 21：34．4 7．0

35 クラックシード 牝6黒鹿55 横山 典弘 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444－ 21：35．03� 6．0�
59 ルネッタアスール 牝4鹿 54 宮崎 北斗青木 照吉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 460－ 2 〃 クビ 78．0�
611 コスモトゥルーラヴ 牡4鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 日高 戸川牧場 500＋ 61：35．1クビ 15．5
11 ケイアイエレガント 牝4黒鹿 54

52 △嶋田 純次亀田 和弘氏 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 B514＋ 61：35．2� 33．6�
713 リ ン ゴ ッ ト �5栗 57

54 ▲山崎 亮誠吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 516＋ 61：35．3� 157．6�
46 � メ ス ナ ー 牡8芦 57 F．ベリー 岡田 繁幸氏 畠山 重則 門別 旭 牧場 476－ 6 〃 ハナ 52．3�

（愛）

34 ゴールドスマイル 牡5鹿 57 北村 宏司居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム 480＋ 6 〃 ハナ 67．8�
23 モンテフジサン 牡6栗 57 田中 勝春毛利 喜昭氏 松山 康久 青森 ワールドファーム 486＋ 2 〃 ハナ 10．5�
712� トレノソルーテ �7鹿 57

54 ▲長岡 禎仁戸賀 智子氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 536＋ 6 〃 アタマ 244．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 55，370，700円 複勝： 83，829，600円 枠連： 56，259，300円
馬連： 185，353，800円 馬単： 103，071，300円 ワイド： 68，139，900円
3連複： 214，218，500円 3連単： 402，653，700円 計： 1，168，896，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 540円 � 170円 枠 連（4－8） 3，230円

馬 連 �� 7，200円 馬 単 �� 11，430円

ワ イ ド �� 2，030円 �� 340円 �� 2，370円

3 連 複 ��� 10，270円 3 連 単 ��� 64，330円

票 数

単勝票数 計 553707 的中 � 145284（1番人気）
複勝票数 計 838296 的中 � 199452（1番人気）� 27822（8番人気）� 147969（2番人気）
枠連票数 計 562593 的中 （4－8） 12892（14番人気）
馬連票数 計1853538 的中 �� 19021（24番人気）
馬単票数 計1030713 的中 �� 6657（41番人気）
ワイド票数 計 681399 的中 �� 7677（22番人気）�� 57273（1番人気）�� 6550（30番人気）
3連複票数 計2142185 的中 ��� 15403（36番人気）
3連単票数 計4026537 的中 ��� 4620（191番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．4―12．0―11．5―12．1―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．1―34．5―46．5―58．0―1：10．1―1：21．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F35．9

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

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

キッズニゴウハン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Saint Ballado デビュー 2010．7．17 新潟7着

2008．1．21生 牡5栗 母 キッズスター 母母 Dart Star 19戦4勝 賞金 56，233，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

４レース目



（25中山1）第1日 1月5日（土曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 187頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

260，160，000円
7，860，000円
1，910，000円
23，790，000円
69，039，500円
5，134，000円
1，795，200円

勝馬投票券売得金
512，933，200円
803，928，500円
604，964，400円
2，135，329，800円
1，166，671，800円
705，210，700円
2，597，080，500円
4，584，069，700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 13，110，188，600円

総入場人員 51，929名 （有料入場人員 48，932名）
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