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00049 1月14日 雨 稍重 （25中山1）第5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

48 ア ウ ト イ ン 牝3芦 54
52 △嶋田 純次阿部 紀子氏 清水 美波 浦河 大道牧場 402－ 81：13．7 16．1�

36 レモンチャン 牝3栗 54 内田 博幸ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム 456＋181：13．8� 3．2�
23 マリーズミイ 牝3鹿 54 柴田 大知冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 B434－ 21：14．22� 3．9�
612 ラ ン ギ ョ ク 牝3青鹿54 大野 拓弥�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 474＋ 4 〃 クビ 130．8�
510 ケイツーネイト 牝3芦 54 武士沢友治楠本 勝美氏 菅原 泰夫 日高 川島 良一 388－ 41：14．3� 113．0�
714 スワンソング 牝3鹿 54 横山 典弘 H.H．シェイク・ハムダン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450－ 41：14．4� 8．0	
11 ブライティアミル 牝3栗 54 的場 勇人小林 昌志氏 的場 均 新冠 清水 克則 462＋ 21：14．61� 4．2

24 マルヨコマキ 牡3栗 56 大庭 和弥野村 春行氏 浅野洋一郎 新ひだか 静内白井牧場 422＋ 4 〃 ハナ 195．5�
59 バシニアティヴ 牝3栗 54 田中 博康石橋 英郎氏 高橋 義博 洞爺湖 メジロ牧場 434± 01：14．7クビ 100．8�
12 フクノシリウス 牡3黒鹿56 西田雄一郎福島 実氏 岩戸 孝樹 浦河 山口 義彦 460＋121：14．8� 12．8
47 カシノラッキー 牡3青鹿56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 下河辺牧場 474－ 6 〃 クビ 86．5�
713 ロックザパーティ 牝3黒鹿54 伊藤 工真谷口 貞保氏 金成 貴史 新冠 タニグチ牧場 420－ 41：15．11� 86．5�
816 ミヤビヴァージナル 牝3栗 54

51 ▲長岡 禎仁村上 義勝氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 424＋ 21：15．31� 60．9�
815 メモリアルメイト 牝3栗 54 中舘 英二大迫久美子氏 松山 康久 新ひだか オギオギ牧場 436－12 〃 クビ 31．4�
611 ネコイッチョクセン 牡3黒鹿56 吉田 豊桐谷 茂氏 高木 登 新ひだか 土田 和男 486＋181：15．4クビ 16．6�
35 クレバージョーイ 牝3鹿 54

51 ▲杉原 誠人本間 充氏 小西 一男 浦河 田中スタッド 452＋ 21：16．14 45．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，237，500円 複勝： 32，900，600円 枠連： 14，116，100円
馬連： 54，098，700円 馬単： 32，885，200円 ワイド： 24，383，600円
3連複： 72，827，800円 3連単： 117，579，500円 計： 366，029，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，610円 複 勝 � 350円 � 150円 � 150円 枠 連（3－4） 2，270円

馬 連 �� 2，700円 馬 単 �� 7，570円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 740円 �� 340円

3 連 複 ��� 2，880円 3 連 単 ��� 29，290円

票 数

単勝票数 計 172375 的中 � 8483（6番人気）
複勝票数 計 329006 的中 � 18238（7番人気）� 68164（1番人気）� 65396（2番人気）
枠連票数 計 141161 的中 （3－4） 4591（9番人気）
馬連票数 計 540987 的中 �� 14803（13番人気）
馬単票数 計 328852 的中 �� 3209（30番人気）
ワイド票数 計 243836 的中 �� 5555（15番人気）�� 7874（7番人気）�� 19899（2番人気）
3連複票数 計 728278 的中 ��� 18703（9番人気）
3連単票数 計1175795 的中 ��� 2963（92番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．4―12．7―13．3―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．9―46．6―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ウ ト イ ン �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2012．12．8 中山3着

2010．3．31生 牝3芦 母 エムオーフィーバー 母母 ハローシャノン 2戦1勝 賞金 6，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アトキリナ号
（非抽選馬） 9頭 キャストロメファ号・グロスヴァーグ号・ケイツーモリガン号・タイセイゼニス号・ナルミチャン号・

ヒラボクロマンス号・フューリアイズ号・フレームエンゼル号・マンリー号

00050 1月14日 雨 稍重 （25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30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

815 ドラゴンビューティ 牡3鹿 56 武士沢友治 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 482－ 21：57．7 2．8�
35 アキレスバイオ 牡3芦 56 蛯名 正義バイオ� 奥平 雅士 日高 中館牧場 496＋101：57．91� 7．1�
611 プ ル ー フ 牝3栗 54

51 ▲杉原 誠人近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 432± 01：58．11� 38．0�

59 クレバーセレクト 牡3鹿 56 田辺 裕信�岡崎牧場 小西 一男 日高 白瀬 明 494± 01：58．2クビ 61．9�
46 ドラゴンブラザーズ 牡3鹿 56 D．マクドノー 窪田 康志氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 486＋ 81：58．3� 15．6	

（愛）

610 アズマクリスエス 牡3鹿 56 三浦 皇成東 哲次氏 武市 康男 日高 日高大洋牧場 496＋ 41：58．72� 54．4

11 トキメキボーイ 牡3黒鹿56 柴田 善臣片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 454－ 81：58．91� 14．9�
34 サイレンスバード 牡3鹿 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 486＋ 4 〃 ハナ 7．0�
712 セイウンコダシ 牡3栗 56 村田 一誠西山 茂行氏 菅原 泰夫 浦河 高昭牧場 B456＋ 21：59．0クビ 129．7
23 リボントリコロール 牝3芦 54

51 ▲横山 和生 �グリーンファーム菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 456－ 6 〃 クビ 10．3�
58 テンジンキヨモリ 牡3青鹿56 江田 照男�テンジン 矢野 照正 浦河 赤田牧場 B468－ 21：59．1クビ 17．8�
713 マキャヴェッリ 牡3栗 56 岩部 純二伊達 敏明氏 萱野 浩二 日高 サンシャイン

牧場 454＋ 21：59．63 138．5�
814 ラッキーチケット 牡3鹿 56 W．ビュイック �キャロットファーム 勢司 和浩 浦河 ミルファーム 494± 01：59．81� 4．4�

（英）

22 シャトルダンサー 牝3鹿 54 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 上原 博之 浦河 細道牧場 444－ 42：01．07 35．1�
47 ア ン グ リ ア 牝3鹿 54 柴山 雄一�松栄牧場 黒岩 陽一 浦河 松栄牧場 418＋ 22：02．17 273．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 19，889，400円 複勝： 37，133，100円 枠連： 18，781，800円
馬連： 52，278，500円 馬単： 31，632，900円 ワイド： 23，810，100円
3連複： 68，121，600円 3連単： 103，727，300円 計： 355，374，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 240円 � 850円 枠 連（3－8） 330円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 2，090円

ワ イ ド �� 440円 �� 3，110円 �� 4，450円

3 連 複 ��� 20，490円 3 連 単 ��� 53，990円

票 数

単勝票数 計 198894 的中 � 56536（1番人気）
複勝票数 計 371331 的中 � 90471（1番人気）� 39356（4番人気）� 8275（10番人気）
枠連票数 計 187818 的中 （3－8） 42242（1番人気）
馬連票数 計 522785 的中 �� 31346（2番人気）
馬単票数 計 316329 的中 �� 11213（4番人気）
ワイド票数 計 238101 的中 �� 14951（2番人気）�� 1784（33番人気）�� 1238（43番人気）
3連複票数 計 681216 的中 ��� 2454（61番人気）
3連単票数 計1037273 的中 ��� 1418（187番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．4―37．5―51．4―1：04．4―1：17．3―1：30．7―1：44．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ドラゴンビューティ �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 マルゼンスキー デビュー 2012．11．10 東京4着

2010．5．19生 牡3鹿 母 アンファテュエ 母母 バンビフアバー 4戦1勝 賞金 8，850，000円
※出走取消馬 ダイワブレーブ号（疾病〔左前挫跖〕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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ハクシンファミリー号
（非抽選馬） 8頭 コウジョウ号・ジャーラベンナ号・スカイタロー号・デルマカマイタチ号・ビートマグナム号・ポッドスター号・

ライトジャガー号・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。

第１回 中山競馬 第５日



00051 1月14日 雨 重 （25中山1）第5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

714 ヒュウガミズキ 牝3鹿 54 横山 典弘山岸 桂市氏 小野 次郎 新冠 小泉牧場 460－ 21：12．2 1．8�
816 ウインプロスパー 牡3鹿 56 三浦 皇成�ウイン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 508－ 61：12．51� 4．2�
11 プリンシアルーナ 牝3鹿 54 W．ビュイック 芳川 貴行氏 栗田 徹 平取 坂東牧場 420－ 61：12．71� 31．9�

（英）

815 ビックファントム 牡3鹿 56 内田 博幸芹澤 精一氏 勢司 和浩 新ひだか 本桐牧場 508－ 61：13．02 14．2�
713 ヴァンドランス 牝3栗 54 吉田 豊日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 456± 01：13．1クビ 20．6�
23 シンパサイザー 牡3芦 56 田辺 裕信水上 行雄氏 武市 康男 浦河 笠松牧場 432－ 81：13．31� 8．1	
36 シキランマン 牝3栗 54

51 ▲杉原 誠人髙樽さゆり氏 石栗 龍彦 浦河 松栄牧場 400＋ 4 〃 ハナ 133．0

611 プ レ ジ ー ル 牝3黒鹿54 石橋 脩�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 452－ 61：13．4� 174．9�
48 ティアップドリーム 牝3鹿 54 黛 弘人田中 昇氏 奥平 雅士 新ひだか 田原橋本牧場 478－ 81：13．5� 43．3
47 メイスンインパルス 牡3鹿 56 D．マクドノー 梅村 浩氏 岩戸 孝樹 千歳 社台ファーム 470－ 61：13．92� 57．2�

（愛）

510 ドヴァラパーラ 牡3栗 56 田中 博康�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 440＋ 2 〃 クビ 621．3�
12 デ ル マ ベ ラ 牝3栗 54 柴山 雄一浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 日高 ファニーヒルファーム 460± 01：14．0� 171．1�
24 カンタベリーサクラ 牝3鹿 54 二本柳 壮峰 哲馬氏 佐藤 全弘 日高 高藤 茂 466＋141：14．53 555．7�
59 ショウブスター 牝3鹿 54

52 △嶋田 純次長塩 豊氏 菅原 泰夫 青森 一山育成牧場 452＋ 61：14．82 91．5�
35 ネ フ ラ イ ト 牝3栗 54 柴田 大知�宮内牧場 浅野洋一郎 浦河 宮内牧場 410－ 41：15．54 346．4�
612	 サウンドカスケード 牡3鹿 56 松岡 正海増田 雄一氏 池上 昌弘 米

Equus Farm &
Susan M. For-
rester

486＋ 4 〃 ハナ 10．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，697，900円 複勝： 60，016，700円 枠連： 17，123，900円
馬連： 62，163，500円 馬単： 50，015，500円 ワイド： 29，750，600円
3連複： 77，703，400円 3連単： 154，908，000円 計： 480，379，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 130円 � 520円 枠 連（7－8） 230円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 440円

ワ イ ド �� 160円 �� 860円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 2，220円 3 連 単 ��� 5，670円

票 数

単勝票数 計 286979 的中 � 131569（1番人気）
複勝票数 計 600167 的中 � 302654（1番人気）� 99310（2番人気）� 12601（7番人気）
枠連票数 計 171239 的中 （7－8） 56347（1番人気）
馬連票数 計 621635 的中 �� 157712（1番人気）
馬単票数 計 500155 的中 �� 84858（1番人気）
ワイド票数 計 297506 的中 �� 68317（1番人気）�� 6889（10番人気）�� 4495（16番人気）
3連複票数 計 777034 的中 ��� 25834（5番人気）
3連単票数 計1549080 的中 ��� 20166（13番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．2―12．1―12．4―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．1―46．2―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒュウガミズキ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 ピルサドスキー デビュー 2012．6．16 福島4着

2010．2．15生 牝3鹿 母 イナズマローレル 母母 スエヒロジョウオー 7戦1勝 賞金 11，600，000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） 2頭 ショウナンパレット号・ヒシパシフィック号
（非抽選馬） 6頭 アイネクライネ号・ヴェンセール号・カシノマインド号・キーナー号・ゲルダ号・ノッキングオン号
※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。

00052 1月14日 雪 重 （25中山1）第5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

612 ガイヤースヴェルト 牡3黒鹿56 W．ビュイック �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 500 ―1：56．5 3．0�
（英）

714 スペーストリップ 牡3栗 56 和田 竜二窪田 康志氏 高橋 文雅 新ひだか 山際牧場 492 ―1：57．77 14．0�
47 アサクサベルーガ 牡3黒鹿56 D．マクドノー 田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 458 ―1：57．8� 8．3�

（愛）

35 ピースワントゥルー 牡3鹿 56 北村 宏司長谷川成利氏 大竹 正博 厚真 大川牧場 496 ―1：58．43� 33．5�
11 スキャットマン 牡3黒鹿56 大野 拓弥千葉 正人氏 鈴木 伸尋 新ひだか 白井 吉美 448 ―1：58．5� 82．3�
815 ベルウッドサロン 牡3栗 56 田中 勝春鈴木 照雄氏 武市 康男 新冠 ハシモトフアーム 496 ―1：59．88 19．8	
611 ニューワールド 牡3鹿 56 松岡 正海近藤 英子氏 小島 茂之 浦河 辻 牧場 504 ―1：59．9クビ 5．4

24 イースターカクタス 牡3鹿 56 丸田 恭介�三嶋牧場 伊藤 伸一 浦河 三嶋牧場 464 ―2：00．0� 11．6�
36 	 アンクランダイユ 牝3栗 54 吉田 隼人前田 幸治氏 小笠 倫弘 米 Aaron U. Jones

& Marie D. Jones 446 ―2：00．21
 6．6�
48 ヘルシーバイオ 牡3黒鹿56 田辺 裕信バイオ 牧 光二 平取 坂東牧場 538 ―2：00．73 24．0�
510 オクマンチョウジャ 牡3鹿 56 村田 一誠田頭 勇貴氏 菊沢 隆徳 新ひだか 山際セントラルスタッド 476 ―2：01．65 63．9�
59 ローレルトレジャー 牡3鹿 56 黛 弘人 ローレルレーシング 尾関 知人 新冠 樋渡 信義 478 ―2：01．8� 38．3�
12 セイカクロノス 牡3黒鹿56 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 412 ―2：02．11� 64．3�
713 ゴールデンフロアー 牡3鹿 56 蛯名 正義 クイーンズ・ランチ 奥平 雅士 浦河 成隆牧場 484 ―2：02．84 15．2�

（ケイアイオリオン）

23 メインオーバル 牡3栗 56 柴田 大知岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 536 ―2：04．18 21．1�
816 トミケンバアシス 牡3黒鹿56 木幡 初広冨樫 賢二氏 黒岩 陽一 日高 合資会社カ

ネツ牧場 460 ―2：05．59 123．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，729，300円 複勝： 31，667，400円 枠連： 19，622，100円
馬連： 49，724，300円 馬単： 30，098，500円 ワイド： 22，410，700円
3連複： 61，415，200円 3連単： 95，035，800円 計： 330，703，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 350円 � 250円 枠 連（6－7） 620円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 2，960円

ワ イ ド �� 710円 �� 540円 �� 2，110円

3 連 複 ��� 6，210円 3 連 単 ��� 28，250円

票 数

単勝票数 計 207293 的中 � 55334（1番人気）
複勝票数 計 316674 的中 � 76541（1番人気）� 18945（6番人気）� 30596（4番人気）
枠連票数 計 196221 的中 （6－7） 23580（2番人気）
馬連票数 計 497243 的中 �� 19181（5番人気）
馬単票数 計 300985 的中 �� 7516（6番人気）
ワイド票数 計 224107 的中 �� 7961（4番人気）�� 10875（3番人気）�� 2455（28番人気）
3連複票数 計 614152 的中 ��� 7307（16番人気）
3連単票数 計 950358 的中 ��� 2483（59番人気）

ハロンタイム 13．2―12．6―13．3―13．7―12．6―12．6―13．1―12．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．8―39．1―52．8―1：05．4―1：18．0―1：31．1―1：43．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ガイヤースヴェルト �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2010．5．17生 牡3黒鹿 母 レーヌヴェルト 母母 グリーンポーラ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔その他〕 ゴールデンフロアー号・メインオーバル号・トミケンバアシス号は，著しい降雪のため，「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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 フリークエンシー号
※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。



競 走 の 中 止 第5競走 �� 1，200�サラブレッド系3歳
（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

11 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
12 ビーインラプチャー 牝3栗 54 田中 勝春 吉田 千津氏 宗像 義忠
23 マルガリーテス 牝3鹿 54 柴山 雄一 �錦岡牧場 蛯名 利弘
24 タマモキラリ 牝3鹿 54 W．ビュイック タマモ� 中竹 和也
35 ヴィジタンディーヌ 牝3鹿 54 柴田 善臣 伊達 敏明氏 伊藤 圭三
36 ミラクルベル 牝3黒鹿54 江田 照男 栗山 良子氏 池上 昌弘
47 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
48 ミ ュ ー ル 牝3栗 54 内田 博幸 国田 正忠氏 古賀 慎明
59 モルフェキッド 牝3栗 51 ▲ 杉原 誠人 並河賢一郎氏 大江原 哲
510 ルールマンボ 牝3鹿 51 ▲ 横山 和生 西村 專次氏 畠山 吉宏
611 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
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
713 コンシェルジュ 牝3鹿 54 北村 宏司 細谷 典幸氏 金成 貴史
714 ブ リ ス 牝3栗 52 △ 西村 太一 河村 �平氏 伊藤 伸一
815 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
816 ハンバーガー 牝3栗 54 丸田 恭介 藤田 浩一氏 大竹 正博

※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 オランジュドール号・ダイワマザーランド号・デルマアマノジャク号・ニーマルダイヤ号・バライロノジンセイ号・

ミヤコプリンセス号

競 走 の 中 止 第6競走 ��
�� 1，200�サラブレッド系3歳

（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

11 ホワイトポピー 牝3芦 54 吉田 豊 楠本 勝美氏 高橋 裕
12 チェリーペトルズ 牝3鹿 54 丸山 元気 �サンデーレーシ

ング 国枝 栄
23 ウエスタンソーレ 牡3芦 56 吉田 隼人 西川 賢氏 尾形 充弘
24 オメガファイター 牡3鹿 56 内田 博幸 原 �子氏 安田 隆行
35 ワンダフルジュエル 牝3鹿 54 大野 拓弥 �辻牧場 柄崎 孝
36 アイディンビュー 牝3鹿 54 木幡 初広 米井 勝氏 蛯名 利弘
47�アステールネオ 牝3栗 54 石崎 隆之 鈴木 伸昭氏 佐藤 賢二
48 リアリティー 牝3鹿 54 柴田 善臣 小林 弘明氏 本間 忍
59 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
510 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
611 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
612 エメラルハヤブサ 牝3鹿 54 石橋 脩 高橋 勉氏 西浦 勝一
713 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
714 ロジウエスト 牝3鹿 54 丸田 恭介 久米田正明氏 大竹 正博
815 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
816�マンボマーチ 牝3青鹿51 ▲ 高嶋 活士 栗本 博晴氏 成島 英春

※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 グレカーレ号・ドクトルバロン号・パッション号・バーニングハート号・ベルライン号・ラインミーティア号・

ロードシュプリーム号・ワキノキセキ号



競 走 の 中 止 第7競走 �� 1，200�サラブレッド系4歳以上
（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

11 ニシノコハク 牝4栗 54 勝浦 正樹 西山 茂行氏 水野 貴広
12�ジュドポーム 牝4鹿 54 W．ビュイック �サンデーレーシ

ング 斎藤 誠
23�サンマルヴァーゴ 牝4栗 54 三浦 皇成 相馬 勇氏 佐藤 吉勝
24�ダノンエンパイア �5鹿 57 武士沢友治 �ダノックス 菊沢 隆徳
35�ア マ レ ッ ト 牝5鹿 53 △ 西村 太一 �イージス 石毛 善彦
36 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
47 レッツゴーマークン 牡5栗 57 柴山 雄一 �Basic 田島 俊明
48 バトルドミンゴ 牡4芦 56 吉田 隼人 宮川 秋信氏 牧 光二
59 ミヤコライジング 牝4鹿 54 田中 勝春 吉田都枝江氏 堀井 雅広
510 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
611 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
612 サ ル ジ ュ 牡5芦 57 丸山 元気 福島 実氏 岩戸 孝樹
713 ベルストーリー 牝4鹿 54 宮崎 北斗 髙樽さゆり氏 新開 幸一
714 モリトブイコール �5栗 54 ▲ 横山 和生 石橋 忠之氏 小桧山 悟
815 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
816 スズノライジン 牡4黒鹿56 田辺 裕信 小紫 嘉之氏 高橋 裕

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ブエノディオス号

競 走 の 中 止 第8競走 �� 1，800�サラブレッド系4歳以上
（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

11 フ ィ ア レ ス 牝4栗 54 丹内 祐次 岡田 牧雄氏 清水 美波
12 タマモクララ 牝4鹿 54 津村 明秀 タマモ� 藤岡 健一
23 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
24 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
35 メイショウスズラン 牝6栗 55 丸田 恭介 松本 好雄氏 池添 兼雄
36 トップコマチ 牝8鹿 55 和田 竜二 �宮内牧場 岩元 市三
47 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
48 シ ナ ル 牝5栗 55 北村 宏司 加藤 信之氏 鹿戸 雄一
59 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
510 ダートムーア 牝5鹿 55 横山 典弘 吉田 和美氏 吉田 直弘
611 プリティカポレイ 牝6鹿 55 吉田 豊 横瀬 寛子氏 飯田 雄三
612 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
713�セニョリータ 牝5鹿 55 中舘 英二 水上 行雄氏 尾関 知人
714 オメガフレグランス 牝6鹿 55 F．ベリー 原 �子氏 黒岩 陽一
815 マ マ キ ジ ャ 牝5芦 55 田中 勝春 北所 直人氏 清水 久詞
816 ワイルドフラッパー 牝4黒鹿54 岩田 康誠 吉田 照哉氏 松田 国英

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 プルプル号



競 走 の 中 止 第9競走 ��
�� 2，400�

な り た

成 田 特 別
（ダート・右）

4歳以上，1，000万円以下，24．1．14以降25．1．6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 392，000円 112，000円 56，000円

11 レ ジ ア ー ネ �5鹿 55 蛯名 正義 広尾レース� 尾関 知人
22 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
23 トップミノル 牡6青鹿53 和田 竜二 吉岡 實氏 南井 克巳
34 ドリームザネクスト 牡6鹿 56 江田 照男 セゾンレースホー

ス� 根本 康広
35 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
46 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
47 トウカイノーマル 牡6青鹿54 的場 勇人 内村 正則氏 的場 均
58 ジ ャ ン ナ 牡5鹿 56 石橋 脩 前田 幸治氏 小笠 倫弘
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
610 コスタパルメーラ 牡5黒鹿57 吉田 豊 吉田 照哉氏 上原 博之
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
712 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
713 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
814 ユーロビート �4鹿 55 田辺 裕信 吉田 和美氏 高柳 瑞樹
815 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
※出走取消馬 アズマリュウセイ号（疾病〔左前球節炎〕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） 1頭 ラフィングインメイ号
（非抽選馬） 6頭 アポロマーベリック号・エーペックス号・ディアフォルティス号・フィルハーマジック号・ホノカアボーイ号・

マイネルトレース号

競 走 の 中 止 第10競走 ��
�� 1，200�サンライズステークス

（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 357，000円 102，000円 51，000円

11 ツルマルジュピター 牡6黒鹿57 大野 拓弥 鶴田 鈴子氏 坂口 正則
12 ダイメイザクラ 牝6鹿 55 内田 博幸 宮本 孝一氏 佐藤 吉勝
23�ブルーデインヒル 牡8鹿 57 和田 竜二 �ブルーマネジメ

ント 服部 利之
24 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
35 バクシンカーリー 牝6鹿 55 吉田 豊 杉山 美惠氏 古賀 史生
36�シゲルアセロラ 牡4黒鹿56 中舘 英二 森中 蕃氏 目野 哲也
47 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
48 ウインバンディエラ 牡7栗 57 岩田 康誠 �ウイン 松山 康久
59 ケンブリッジエル 牡7黒鹿57 北村 宏司 中西 宏彰氏 山内 研二
510 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
611 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
612 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
713 ビキニブロンド 牝4黒鹿54 横山 典弘 金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行
714 メモリアルイヤー 牝5栗 55 石橋 脩 西村新一郎氏 村山 明
815 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
816 キングオブロー 牡4鹿 56 柴田 善臣 池田 豊治氏 伊藤 伸一

※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 アグネスウイッシュ号・エスカーダ号・コンサートレディ号



競 走 の 中 止 第11競走 ��
�� 2，000�第53回 京 成 杯（ＧⅢ）

（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 413，000円 118，000円 59，000円

11 リグヴェーダ 牡3鹿 56 D．マクドノー �社台レースホース 池江 泰寿
22 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
33 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
44 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
55 アクションスター 牡3栗 56 内田 博幸 福井 明氏 音無 秀孝
66 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
67 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
78 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
79 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
810 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
811 ラウンドワールド 牡3鹿 56 岩田 康誠 �G1レーシング 松田 博資

競 走 の 中 止 第12競走 �� 2，200�サラブレッド系4歳以上
（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

11 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
12 ミライヘノカゼ 牡4鹿 56 田辺 裕信 三島 宣彦氏 伊藤 大士
23 マイネキャスリーン 牝4黒鹿54 三浦 皇成 �サラブレッドク

ラブ・ラフィアン 畠山 重則
24 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
35 ロジサンデー 牡4鹿 56 内田 博幸 久米田正明氏 古賀 慎明
36 リアルフレア 牡4栗 56 北村 宏司 吉田 照哉氏 大江原 哲
47 メジロダイボサツ 牡5鹿 57 吉田 豊 岩﨑 伸道氏 大久保洋吉
48 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
59 フロールジェナ 牝5鹿 52 ▲ 横山 和生 小林 弘明氏 本間 忍
510�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
611 ブルーイングリーン 牡4栗 56 丸山 元気 青芝商事� 手塚 貴久
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
713 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
714 マイネルテンクウ 牡4鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドク

ラブ・ラフィアン 手塚 貴久
815 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
816 インプレザリオ 牡5栗 57 村田 一誠 青山 洋一氏 戸田 博文

※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 クールエレガンス号



（25中山1）第5日 1月14日 （祝日） 雨後雪 馬場 （ダート） 稍重後重

競走回数 4回 出走頭数 63頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

40，050，000円
6，520，000円
3，150，000円
23，175，000円
1，638，000円
604，800円

勝馬投票券売得金
86，554，100円
161，717，800円
69，643，900円
218，265，000円
144，632，100円
100，355，000円
280，068，000円
471，250，600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 1，532，486，500円

総入場人員 （有料入場人員 ）
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