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00077 1月21日 晴 稍重 （25中山1）第5日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走12時20分 （ダート・右）

牝，新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

815 ニーマルダイヤ 牝3栃栗54 北村 宏司板橋 秋氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 486 ―1：14．2 1．8�
12 タオルチャン 牝3栗 54 岩部 純二加藤 信之氏 萱野 浩二 浦河 岡本牧場 430 ―1：14．41 12．4�
510 ヴェルタート 牝3鹿 54 田辺 裕信 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 木村 哲也 浦河 ヒダカフアーム 468 ― 〃 クビ 14．0�
714 デルマアマノジャク 牝3芦 54 中谷 雄太浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 448 ―1：14．71� 120．0�
47 ウイッチワンド 牝3黒鹿54 丹内 祐次北所 直人氏 菅原 泰夫 新ひだか 友田牧場 422 ―1：14．8� 63．3�
713 オランジュドール 牝3栗 54 福永 祐一 �グリーンファーム戸田 博文 千歳 社台ファーム 424 ―1：15．54 6．1	
612 スイスイスーウィ 牝3芦 54 吉田 隼人芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新冠 松浦牧場 468 ―1：15．6� 5．9

23 クラウンセシリア 牝3黒鹿54 柴田 大知矢野 悦三氏 松永 康利 新冠 浜口牧場 456 ―1：15．7� 124．9�
48 バライロノジンセイ 牝3芦 54 和田 竜二平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 400 ― 〃 クビ 45．8�
36 ミヤコプリンセス 牝3鹿 54 石橋 脩吉田喜代司氏 萱野 浩二 浦河 梅田牧場 444 ―1：15．91 50．0
611 ミ ュ ー ル 牝3栗 54 内田 博幸国田 正忠氏 古賀 慎明 新ひだか ヒサイファーム 416 ―1：16．0� 14．0�
816 ダイメイチャーム 牝3鹿 54 西田雄一郎宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 466 ―1：16．31� 136．8�
59 ダイワマザーランド 牝3栗 54 大野 拓弥大城 敬三氏 田中 剛 新ひだか 折手牧場 442 ―1：16．51� 61．4�
35 アポロチャーム 牝3鹿 54

51 ▲菅原 隆一アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 前田 宗将 468 ―1：16．6� 87．2�
11 マルガリーテス 牝3鹿 54 柴山 雄一�錦岡牧場 蛯名 利弘 新冠 錦岡牧場 416 ―1：17．13 37．1�
24 トウカイメイク 牝3栗 54 津村 明秀内村 正則氏 高柳 瑞樹 浦河 岡部牧場 426 ―1：17．42 128．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，802，500円 複勝： 30，547，600円 枠連： 13，412，700円
馬連： 41，209，000円 馬単： 29，118，700円 ワイド： 19，896，700円
3連複： 57，828，400円 3連単： 100，445，000円 計： 310，260，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 270円 � 280円 枠 連（1－8） 770円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 480円 �� 450円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 3，060円 3 連 単 ��� 10，980円

票 数

単勝票数 計 178025 的中 � 79418（1番人気）
複勝票数 計 305476 的中 � 118529（1番人気）� 21655（4番人気）� 20164（6番人気）
枠連票数 計 134127 的中 （1－8） 12890（3番人気）
馬連票数 計 412090 的中 �� 31600（3番人気）
馬単票数 計 291187 的中 �� 15396（3番人気）
ワイド票数 計 198967 的中 �� 10737（4番人気）�� 11593（3番人気）�� 3298（14番人気）
3連複票数 計 578284 的中 ��� 13986（8番人気）
3連単票数 計1004450 的中 ��� 6752（26番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―12．1―13．0―12．8―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―35．1―48．1―1：00．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．2―3F39．1
3 ・（15，14，16）7（11，10，2）（3，6，12）（4，8，13）－（1，9）－5 4 15（14，16）7，2，10，13，12（3，11）（6，8）（4，9）（1，5）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ニーマルダイヤ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Storm Cat 初出走

2010．4．25生 牝3栃栗 母 エアラグドール 母母 ステラマドリッド 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 オランジュドール号の騎手福永祐一は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 ヴィジタンディーヌ号・コンシェルジュ号・シャインエフェクト号・ハンバーガー号・ビーインラプチャー号・

ブリス号・マキシムプリンセス号・モルフェキッド号・ルールマンボ号

00078 1月21日 晴 良 （25中山1）第5日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時50分 （芝・右・外）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

12 コスモアンダルシア 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 阿部 新生 新冠 ビッグレッドファーム 448± 01：09．3 127．9�
36 ベ ル ラ イ ン 牝3栗 54 三浦 皇成永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 430± 0 〃 クビ 4．3�
714 クリノタカラチャン 牝3黒鹿54 横山 典弘栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 410± 01：09．51� 19．3�
611 ロードシュプリーム 牡3鹿 56 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 514＋12 〃 クビ 4．1�
713� アステールネオ 牝3栗 54 石崎 隆之鈴木 伸昭氏 佐藤 賢二 新ひだか 静内山田牧場 466＋ 4 〃 アタマ 86．6	

（船橋） （船橋）

24 ジョージジョージ 牡3栗 56 北村 宏司北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 456－ 4 〃 ハナ 30．3

23 グ レ カ ー レ 牝3鹿 54 大野 拓弥 �スピードファーム和田正一郎 新冠 ラツキー牧場 428＋ 21：09．6クビ 136．5�
510 リアリティー 牝3鹿 54 柴田 善臣小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 462＋101：09．7	 37．9�
11 ロジウエスト 牝3鹿 54 丸田 恭介久米田正明氏 大竹 正博 新冠 オリエント牧場 492± 0 〃 ハナ 13．9
815 ベイビーイッツユー 牝3栗 54 江田 照男 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 牧 光二 日高 白井牧場 454＋ 41：09．91� 24．3�
59 ワキノキセキ 牡3黒鹿56 蛯名 正義脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 ベルモント

ファーム 472＋ 4 〃 クビ 3．9�
47 コスモリープリング 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 古賀 慎明 新ひだか へいはた牧場 484＋ 4 〃 アタマ 9．7�
48 ファイヤーヒース 牝3黒鹿54 W．ビュイック �ノースヒルズ 田中 剛 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440＋ 8 〃 ハナ 40．5�
（英）

35 バーニングハート 牝3鹿 54 松岡 正海吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 434± 01：10．0
 7．5�
816� 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 470－ 21：10．31	 105．0�
612 アイディンビュー 牝3鹿 54 木幡 初広米井 勝氏 蛯名 利弘 新ひだか 三木田牧場 452＋ 41：10．72
 171．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，239，100円 複勝： 37，943，500円 枠連： 16，838，400円
馬連： 58，095，700円 馬単： 35，912，200円 ワイド： 26，952，100円
3連複： 82，932，000円 3連単： 131，030，200円 計： 410，943，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 12，790円 複 勝 � 2，810円 � 160円 � 510円 枠 連（1－3） 1，750円

馬 連 �� 18，180円 馬 単 �� 62，960円

ワ イ ド �� 6，010円 �� 14，780円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 92，740円 3 連 単 ��� 716，300円

票 数

単勝票数 計 212391 的中 � 1309（14番人気）
複勝票数 計 379435 的中 � 2639（13番人気）� 92350（1番人気）� 16739（7番人気）
枠連票数 計 168384 的中 （1－3） 7134（8番人気）
馬連票数 計 580957 的中 �� 2359（43番人気）
馬単票数 計 359122 的中 �� 421（118番人気）
ワイド票数 計 269521 的中 �� 1090（48番人気）�� 440（78番人気）�� 5100（15番人気）
3連複票数 計 829320 的中 ��� 660（177番人気）
3連単票数 計1310302 的中 ��� 135（1203番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．1―11．5―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．7―45．2―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモアンダルシア �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 Soviet Star デビュー 2012．7．22 新潟1着

2010．2．15生 牝3鹿 母 コスモルビー 母母 Robinia 6戦2勝 賞金 14，000，000円
〔制裁〕 コスモリープリング号の騎手柴田大知は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 シーブリーズライフ号・チェリーペトルズ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

第１回 中山競馬 第５日〔続行競馬〕

第1回中山競馬第5日〔1月14日（祝）〕は，積雪の影響により第5競走以降を中止し，1月21日（月）に
続行競馬を施行。



00079 1月21日 晴 稍重 （25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20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

23 トリニティチャーチ �5鹿 57 柴田 大知 �サンデーレーシング 本間 忍 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490＋ 21：11．8 5．4�

611 ジツリキフォーティ 牡4黒鹿56 北村 宏司河合實貴男氏 古賀 慎明 浦河 上山牧場 506＋141：12．01 4．4�
816 ジ ャ イ ア ン 牡5鹿 57 石橋 脩�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 492－ 21：12．1� 3．9�
36 プリティーマッハ 牡5芦 57 勝浦 正樹越野 正行氏 柄崎 孝 新冠 松浦牧場 466＋101：12．52� 74．4�
713� アークペガサス 牡4鹿 56 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 ヤナガワ牧場 B512＋13 〃 アタマ 106．2�
815 クレバーアポロ 牡4栗 56 田辺 裕信 	ウエスタンファーム 小西 一男 むかわ 上水牧場 502＋ 81：12．81	 15．5

714 モリトブイコール �5栗 57

54 ▲横山 和生石橋 忠之氏 小桧山 悟 平取 スガタ牧場 484＋ 81：13．11	 60．2�
47 サ ル ジ ュ 牡5芦 57 丸山 元気福島 実氏 岩戸 孝樹 新ひだか 佐竹 学 B508＋ 81：13．2クビ 20．3�
24 レッツゴーマークン 牡5栗 57 柴山 雄一	Basic 田島 俊明 日高 ナカノファーム 450＋ 8 〃 アタマ 8．4
612 カプリースレディー 牝5鹿 55 丸田 恭介 �杵臼斉藤牧場 石毛 善彦 浦河 杵臼斉藤牧場 422＋ 6 〃 アタマ 101．1�
35 トーセントレジャー 牡5鹿 57

54 ▲高嶋 活士島川 �哉氏 柴崎 勇 新ひだか 矢野牧場 502＋ 4 〃 ハナ 5．2�
59 エスペランサシチー 牡4芦 56 岩田 康誠 	友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 千代田牧場 504＋ 81：13．62� 16．5�
12 ドリーミングラヴ 牝4黒鹿54 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 清水 美波 新ひだか 松田牧場 440＋121：13．81� 121．7�
11 ブエノディオス 牡4鹿 56 F．ベリー 吉田 昭一氏 阿部 新生 新冠 八木 常郎 474＋ 11：13．9� 71．0�

（愛）

510 デルマビシャモン 牡4鹿 56 大野 拓弥浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム B456＋161：14．85 55．4�
48 タイセイマテンロウ 牡5青鹿57 柴田 善臣田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 494＋221：19．2大差 63．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，767，300円 複勝： 41，296，400円 枠連： 19，513，600円
馬連： 62，988，800円 馬単： 37，347，400円 ワイド： 29，669，400円
3連複： 89，070，100円 3連単： 144，383，500円 計： 446，036，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 170円 � 170円 � 150円 枠 連（2－6） 610円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，170円

ワ イ ド �� 340円 �� 410円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 7，830円

票 数

単勝票数 計 217673 的中 � 32237（4番人気）
複勝票数 計 412964 的中 � 61375（4番人気）� 62757（3番人気）� 77381（1番人気）
枠連票数 計 195136 的中 （2－6） 23651（2番人気）
馬連票数 計 629888 的中 �� 42617（3番人気）
馬単票数 計 373474 的中 �� 12734（6番人気）
ワイド票数 計 296694 的中 �� 22242（1番人気）�� 17713（2番人気）�� 17109（3番人気）
3連複票数 計 890701 的中 ��� 55918（1番人気）
3連単票数 計1443835 的中 ��� 13622（7番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．4―12．0―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．2―46．2―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トリニティチャーチ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Boston Harbor デビュー 2011．4．16 阪神7着

2008．1．30生 �5鹿 母 フリーダムトレイル 母母 ア セ マ 12戦2勝 賞金 16，720，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タイセイマテンロウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年2月21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。

00080 1月21日 晴 稍重 （25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 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
1：48．5
1：47．8

重
重

33 マ マ キ ジ ャ 牝5芦 55 田中 勝春北所 直人氏 清水 久詞 新冠 隆栄牧場 448＋101：54．6 4．9�
22 オーシュペール 牝4鹿 54 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 470＋14 〃 クビ 6．9�
812 ナムラエメラルド 牝5鹿 55 内田 博幸奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 462± 01：55．02� 7．2�
811 シ ナ ル 牝5栗 55 北村 宏司加藤 信之氏 鹿戸 雄一 日高 有限会社

ケイズ 482＋10 〃 アタマ 35．6�
68 マ シ ュ マ ロ 牝4白 54 横山 典弘金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 484－ 21：55．1クビ 4．9�
56 フ ィ ア レ ス 牝4栗 54 丹内 祐次岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド 450＋ 81：55．2� 39．4	
79 オメガフレグランス 牝6鹿 55 F．ベリー 原 �子氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 490± 01：55．3クビ 7．1


（愛）

11 ハッピーマリーン 牝4栗 54 蛯名 正義道永 幸治氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 522＋ 81：56．25 3．6�
67 � プ ル プ ル 牝7鹿 55

52 ▲高嶋 活士栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 辻 牧場 436＋ 21：56．41	 200．3�
44 � セニョリータ 牝5鹿 55 中舘 英二水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 450± 0 〃 クビ 36．2
710 サクラトップクイン 牝5鹿 55 W．ビュイック 櫻井 秀樹氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 446± 01：56．61	 19．4�

（英）

55 ナンヨークイーン 牝7鹿 55 江田 照男中村 德也氏 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム B460＋141：57．13 123．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 26，350，300円 複勝： 47，537，000円 枠連： 18，562，100円
馬連： 74，709，800円 馬単： 46，480，300円 ワイド： 30，520，100円
3連複： 103，689，800円 3連単： 199，129，600円 計： 546，979，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 180円 � 220円 � 210円 枠 連（2－3） 1，420円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，520円

ワ イ ド �� 600円 �� 650円 �� 890円

3 連 複 ��� 3，600円 3 連 単 ��� 15，490円

票 数

単勝票数 計 263503 的中 � 42581（3番人気）
複勝票数 計 475370 的中 � 78327（2番人気）� 55547（5番人気）� 59894（4番人気）
枠連票数 計 185621 的中 （2－3） 9691（9番人気）
馬連票数 計 747098 的中 �� 38807（7番人気）
馬単票数 計 464803 的中 �� 13637（9番人気）
ワイド票数 計 305201 的中 �� 12970（8番人気）�� 11807（11番人気）�� 8211（15番人気）
3連複票数 計1036898 的中 ��� 21292（17番人気）
3連単票数 計1991296 的中 ��� 9489（53番人気）

ハロンタイム 12．3―12．0―13．1―13．4―12．8―12．2―12．8―13．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．3―37．4―50．8―1：03．6―1：15．8―1：28．6―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．8
1
3
1，4，3，5（2，6，11）（7，8，9）10，12・（1，4，9）（3，11，8）10（2，6）12（7，5）

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

勝馬の
紹 介

マ マ キ ジ ャ �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2010．12．19 阪神7着

2008．5．3生 牝5芦 母 サ ヤ カ 母母 Spectacular Sue 22戦4勝 賞金 49，111，000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。



00081 1月21日 晴 稍重 （25中山1）第5日 第9競走 ��
��2，400�

な り た

成 田 特 別
発走14時25分 （ダート・右）
4歳以上，1，000万円以下，24．1．21以降25．1．14まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

成田市長賞（1着）
賞 品

本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
2：28．8
2：28．6

重
不良

610 ユーロビート �4鹿 55 田辺 裕信吉田 和美氏 高柳 瑞樹 洞爺湖 メジロ牧場 534＋ 62：35．9 2．5�
11 リーゼントブルース 牡4芦 54 松岡 正海三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 B478－ 22：36．0� 7．8�
713 コスタパルメーラ 牡5黒鹿57 C．ルメール 吉田 照哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B484＋ 82：36．53 5．0�

（仏）

34 メイスンキャプテン 牡4栗 56 北村 宏司梅村 浩氏 岩戸 孝樹 日高 木村牧場 512＋ 42：37．13	 6．1�
22 ラフィングインメイ 牡4黒鹿55 和田 竜二 �社台レースホース武 宏平 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500－ 62：37．2	 14．4�
47 アールシネマスタア �5栗 55 三浦 皇成星野 紀子氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 494＋ 4 〃 アタマ 53．3	
59 ブリリアントシチー 牡6栗 53 武士沢友治 
友駿ホースクラブ 作田 誠二 浦河 今井 秀樹 536＋ 42：37．4� 115．5�
46 オネストエイブ 牡4鹿 54 津村 明秀 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 466＋ 4 〃 ハナ 50．5�
611 トーセンセカイオー 牡4鹿 54 横山 典弘島川 哉氏 松山 康久 新冠 秋田牧場 486－ 22：37．5	 15．7�
815 テイエムデジタル 牡4鹿 55 柴田 善臣竹園 正繼氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 492＋ 62：38．13	 18．4�
35 レ ジ ア ー ネ �5鹿 55 蛯名 正義広尾レース
 尾関 知人 浦河 中島牧場 472＋ 22：38．73	 18．5�
23 マージービート 牡6栗 54 大野 拓弥 �キャロットファーム 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 506＋102：39．97 94．6�
814 イルポスティーノ 牡4栗 53 岩田 康誠 �サンデーレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 498－122：40．96 36．0�
58 フィルハーマジック 牝5鹿 52 宮崎 北斗�下河辺牧場 野中 賢二 日高 下河辺牧場 458± 0 （競走中止） 31．5�

（14頭）
712 ステアトゥヘヴン 牡4鹿 53 吉田 隼人 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 34，666，100円 複勝： 69，229，800円 枠連： 28，561，200円
馬連： 118，940，100円 馬単： 65，213，700円 ワイド： 49，520，800円
3連複： 155，539，700円 3連単： 272，890，600円 計： 794，562，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 220円 � 170円 枠 連（1－6） 1，140円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 450円 �� 320円 �� 780円

3 連 複 ��� 1，830円 3 連 単 ��� 8，560円

票 数

単勝票数 差引計 346661（返還計 500） 的中 � 112153（1番人気）
複勝票数 差引計 692298（返還計 844） 的中 � 194149（1番人気）� 65373（4番人気）� 99205（3番人気）
枠連票数 差引計 285612（返還計 25） 的中 （1－6） 18529（4番人気）
馬連票数 差引計1189401（返還計 1480） 的中 �� 81282（3番人気）
馬単票数 差引計 652137（返還計 719） 的中 �� 28266（4番人気）
ワイド票数 差引計 495208（返還計 795） 的中 �� 27321（4番人気）�� 41662（1番人気）�� 14446（9番人気）
3連複票数 差引計1555397（返還計 3722） 的中 ��� 63019（2番人気）
3連単票数 差引計2728906（返還計 5126） 的中 ��� 23551（10番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―12．8―13．0―13．9―14．4―14．0―12．5―11．7―12．9―13．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―24．6―37．4―50．4―1：04．3―1：18．7―1：32．7―1：45．2―1：56．9―2：09．8―2：22．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F50．7―3F39．0
1
�
・（1，11）5（2，15，10）（4，13，14）（3，7）－6－9・（1，6）－（10，14）（2，11，5，13）7，15（4，3）9

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

勝馬の
紹 介

ユーロビート �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2012．1．15 中山6着

2009．3．11生 �4鹿 母 メジロブルネット 母母 メジロアムール 8戦3勝 賞金 31，013，000円
〔出走取消〕 ステアトゥヘヴン号は，疾病〔外傷性鼻出血〕のため出走取消。
〔競走中止〕 フィルハーマジック号は，発走直後につまずき，転倒したため競走中止。
※出走取消馬 トウカイノーマル号（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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ホノカアボーイ号
（非抽選馬） 2頭 セトノメジャー号・ディアフォルティス号
※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。

00082 1月21日 晴 良 （25中山1）第5日 第10競走 ��
��1，200�サンライズステークス

発走15時00分 （芝・右・外）
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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

35 ラフレーズカフェ 牝4青鹿54 柴山 雄一西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム 482＋ 41：09．2 6．5�
34 プリンセスメモリー 牝6鹿 55 北村 宏司海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム 418＋ 21：09．3� 4．1�
814 アグネスウイッシュ 牡5黒鹿57 蛯名 正義渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 510± 0 〃 アタマ 3．3�
712 メモリアルイヤー 牝5栗 55 石橋 脩西村新一郎氏 村山 明 鹿児島 釘田 義美 486－ 41：09．4� 14．4�
59 バクシンカーリー 牝6鹿 55 吉田 豊杉山 美惠氏 古賀 史生 新ひだか 明治牧場 506＋ 2 〃 ハナ 26．3�
23 ジャーエスペランサ 牡4鹿 56 三浦 皇成本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 480－ 21：09．61	 25．6�
22 ケンブリッジエル 牡7黒鹿57 江田 照男中西 宏彰氏 山内 研二 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 512＋ 2 〃 ハナ 62．9	
815 ウインバンディエラ 牡7栗 57 岩田 康誠
ウイン 松山 康久 浦河 丸幸小林牧場 478＋ 8 〃 ハナ 27．1�
610 バートラムガーデン 牝4鹿 54 津村 明秀�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 436－10 〃 ハナ 32．8
47 ダイメイザクラ 牝6鹿 55 内田 博幸宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 新ひだか 中田 浩美 454＋10 〃 アタマ 8．8�
46 グローリールピナス 牝7栃栗55 武士沢友治大久保典義氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 484＋ 6 〃 クビ 210．9�
58 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 B476－ 21：09．7� 122．7�
611 エ ス カ ー ダ 牡6青鹿57 田中 勝春山本 武司氏 高市 圭二 浦河 北俣牧場 476＋ 21：09．8� 37．2�
713 キングオブロー 牡4鹿 56 柴田 善臣池田 豊治氏 伊藤 伸一 新ひだか タガミファーム 490± 01：10．01 5．9�
11 ストロングポイント 牡7芦 57 吉田 隼人畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 482＋161：10．74 137．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 38，507，400円 複勝： 60，814，900円 枠連： 38，178，000円
馬連： 143，294，800円 馬単： 85，175，700円 ワイド： 54，210，300円
3連複： 195，544，500円 3連単： 366，745，300円 計： 982，470，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 220円 � 140円 � 140円 枠 連（3－3） 1，390円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 3，400円

ワ イ ド �� 510円 �� 660円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，770円 3 連 単 ��� 13，840円

票 数

単勝票数 計 385074 的中 � 47196（4番人気）
複勝票数 計 608149 的中 � 56943（5番人気）� 129750（2番人気）� 138897（1番人気）
枠連票数 計 381780 的中 （3－3） 20346（5番人気）
馬連票数 計1432948 的中 �� 76263（4番人気）
馬単票数 計 851757 的中 �� 18520（11番人気）
ワイド票数 計 542103 的中 �� 25216（5番人気）�� 18698（7番人気）�� 56266（1番人気）
3連複票数 計1955445 的中 ��� 81750（3番人気）
3連単票数 計3667453 的中 ��� 19563（24番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．4―11．6―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．4―46．0―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F34．8
3 12，10，9，8（7，11）（2，13，15）3（4，6，14）5－1 4 12，10，9，8（7，11）（2，3，13，15）（4，6，14，5）＝1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラフレーズカフェ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Trempolino デビュー 2011．7．17 新潟1着

2009．5．5生 牝4青鹿 母 ロリポップガール 母母 Icy Pop 14戦4勝 賞金 67，910，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔発走状況〕 ストロングポイント号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。



00083 1月21日 晴 良 （25中山1）第5日 第11競走 ��
��2，000�第53回京 成 杯（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
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

京成電鉄株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 37，000，000円 15，000，000円 9，300，000円 5，600，000円 3，700，000円
付 加 賞 497，000円 142，000円 71，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．2
1：56．1

良
良

56 フェイムゲーム 牡3青鹿56 F．ベリー �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 452－ 42：02．3 12．6�
（愛）

811 アクションスター 牡3栗 56 内田 博幸福井 明氏 音無 秀孝 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458－ 4 〃 クビ 7．9�

67 ケイアイチョウサン 牡3黒鹿56 石橋 脩�チョウサン 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 446＋ 42：02．51	 27．6�
68 ク ロ ス ボ ウ 牡3黒鹿56 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム 530－ 4 〃 クビ 26．8�
812 マイネルマエストロ 牡3青鹿56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新ひだか ウエスタンファーム 480＋ 22：02．82 6．2	
79 ノ ウ レ ッ ジ 牡3鹿 56 蛯名 正義 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 492＋ 2 〃 アタマ 7．4

55 
 アポロソニック 牡3鹿 56 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 IEAH Stables &

Andrew Cohen 532＋ 42：02．9� 165．6�
33 マイネルストラーノ 牡3青鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 458± 02：03．0クビ 9．7�
22 ワールドレーヴ 牡3黒鹿56 C．ルメール 嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 466＋ 22：03．21� 35．6

（仏）

11 フラムドグロワール 牡3栗 56 横山 典弘有限会社シルク藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 498＋ 82：03．3クビ 2．6�
44 ワンダーロード 牡3青鹿56 吉田 隼人伊東 純一氏 尾形 充弘 新冠 隆栄牧場 470＋ 22：03．72� 7．5�
710 ホワイトフリート 牡3芦 56 W．ビュイック �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 466－ 62：04．76 52．9�

（英）

（12頭）

売 得 金
単勝： 131，946，800円 複勝： 184，908，200円 枠連： 92，721，900円
馬連： 479，883，700円 馬単： 288，407，800円 ワイド： 171，651，000円
3連複： 680，378，100円 3連単： 1，492，175，300円 計： 3，522，072，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 380円 � 290円 � 640円 枠 連（5－8） 2，100円

馬 連 �� 4，590円 馬 単 �� 10，690円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 2，090円 �� 2，740円

3 連 複 ��� 27，420円 3 連 単 ��� 166，910円

票 数

単勝票数 計1319468 的中 � 82996（7番人気）
複勝票数 計1849082 的中 � 131157（7番人気）� 183773（3番人気）� 69487（8番人気）
枠連票数 計 927219 的中 （5－8） 32693（11番人気）
馬連票数 計4798837 的中 �� 77294（23番人気）
馬単票数 計2884078 的中 �� 19912（45番人気）
ワイド票数 計1716510 的中 �� 29309（20番人気）�� 20223（26番人気）�� 15292（33番人気）
3連複票数 計6803781 的中 ��� 18314（76番人気）
3連単票数 計14921753 的中 ��� 6598（428番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．6―11．8―13．0―13．1―12．7―11．9―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―36．2―48．0―1：01．0―1：14．1―1：26．8―1：38．7―1：50．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フェイムゲーム �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 アレミロード デビュー 2012．9．29 中山8着

2010．5．11生 牡3青鹿 母 ホールオブフェーム 母母 ベルベットサッシュ 4戦2勝 賞金 42，997，000円
〔制裁〕 アクションスター号の騎手内田博幸は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。

00084 1月21日 晴 良 （25中山1）第5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）

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
2：10．1
2：10．0

良
良

36 クイーンオリーブ 牝5青鹿55 的場 勇人有限会社シルク牧 光二 浦河 杵臼牧場 460－ 82：16．1 11．0�
47 ディオベルタ 牝4栃栗54 蛯名 正義 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム 460＋10 〃 クビ 7．7�
714 リアルフレア 牡4栗 56 北村 宏司吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 468＋ 62：16．31� 31．8�
815 ミライヘノカゼ 牡4鹿 56 田辺 裕信三島 宣彦氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 B470＋ 8 〃 クビ 18．2�
24 インプレザリオ 牡5栗 57 村田 一誠青山 洋一氏 戸田 博文 安平 追分ファーム 492＋ 22：16．4� 3．2�
11 タウレプトン 牡5栗 57 三浦 皇成 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋ 4 〃 クビ 15．8	
510 ロジサンデー 牡4鹿 56 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか 田中 裕之 470＋102：16．61� 5．3

612 エーブフウジン 牡5栗 57 吉田 隼人 �レーシングホース

ジャパン 高橋 文雅 新ひだか ダイイチ牧場 B486＋ 82：16．81 48．1�
12 プレミアムテースト 牡5青 57 F．ベリー �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 442± 0 〃 ハナ 4．2

（愛）

816 クールエレガンス 牡6青鹿57 大野 拓弥臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 496－122：17．11� 15．9�
611 ブーケドロゼブルー 牝6青鹿55 江田 照男 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 新ひだか 加野牧場 478＋12 〃 クビ 108．4�
48 マイネキャスリーン 牝4黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 494＋182：17．41� 124．6�
35 サンデースイセイ 牝5鹿 55 田中 勝春浜野順之助氏 清水 英克 日高 長田ファーム B492＋ 8 〃 クビ 95．3�
59 フロールジェナ 牝5鹿 55

52 ▲横山 和生小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 434＋102：17．82� 267．2�
713	 ディーエスメジャー 牡4栗 56 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか 前田 宗将 B534＋ 4 〃 クビ 50．1�
23 ブルーイングリーン 牡4栗 56 W．ビュイック 青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 488＋102：18．65 73．2�

（英）

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，098，800円 複勝： 87，954，500円 枠連： 42，547，000円
馬連： 156，289，300円 馬単： 94，055，000円 ワイド： 68，676，500円
3連複： 212，711，100円 3連単： 435，472，000円 計： 1，148，804，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 410円 � 310円 � 820円 枠 連（3－4） 2，900円

馬 連 �� 3，250円 馬 単 �� 7，000円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 4，020円 �� 3，820円

3 連 複 ��� 43，560円 3 連 単 ��� 184，070円

票 数

単勝票数 計 510988 的中 � 36784（5番人気）
複勝票数 計 879545 的中 � 57353（5番人気）� 83776（4番人気）� 25682（9番人気）
枠連票数 計 425470 的中 （3－4） 10855（15番人気）
馬連票数 計1562893 的中 �� 35536（13番人気）
馬単票数 計 940550 的中 �� 9925（27番人気）
ワイド票数 計 686765 的中 �� 12594（15番人気）�� 4158（38番人気）�� 4372（36番人気）
3連複票数 計2127111 的中 ��� 3604（109番人気）
3連単票数 計4354720 的中 ��� 1746（470番人気）

ハロンタイム 12．4―11．9―12．8―12．8―13．2―12．8―12．8―12．6―11．5―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．4―24．3―37．1―49．9―1：03．1―1：15．9―1：28．7―1：41．3―1：52．8―2：04．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クイーンオリーブ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Machiavellian デビュー 2011．3．21 阪神3着

2008．3．21生 牝5青鹿 母 オリーブブランチ 母母 ソプラニーノ 12戦3勝 賞金 32，559，000円
〔制裁〕 リアルフレア号の騎手北村宏司は，4コーナー手前で内側に斜行したことについて過怠金70，000円。（被害馬：13番）
※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 トモロマイスター号・マイネルテンクウ号
（非抽選馬） 1頭 トーセンサイレンス号
※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。



晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重

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

務 員 手 当

勝馬投票券売得金
単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】

計

17, 40919, 818



総計

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

務 員 手 当

勝馬投票券売得金
単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】

計

総入場延人員 （有料入場延人員 ）187, 442 170, 355
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