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00065 1月20日 晴 重 （25中山1）第7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

58 � エ ジ ル 牝3栗 54 北村 宏司吉田 和美氏 木村 哲也 米
White Cloud Bloodstock,
Jeffrey Lovinger &
Pamela Lovinger

494± 01：12．9 2．4�
59 � トゥールモンド 牡3栗 56 蛯名 正義 �サンデーレーシング 尾形 充弘 仏 Mr Raphael

Verspieren 464＋ 21：13．0� 3．9�
34 スプリングカフェ 牝3黒鹿54 D．マクドノー 加藤 春夫氏 上原 博之 様似 堀 弘康 466＋ 41：13．42	 31．9�

（愛）

713 カシノマインド 牡3鹿 56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 門別牧場 476－ 81：13．82	 381．8�
815 ショウナンパレット 牝3黒鹿54 大野 拓弥�湘南 古賀 史生 新冠 柏木 一則 456－ 61：13．9	 65．5�
46 アイドルワン 牝3黒鹿54 田辺 裕信 �高木競走馬育成牧場 大和田 成 浦河 福岡 光夫 456－ 21：14．11	 12．2	
712� ヒシパシフィック 牡3鹿 56 武士沢友治阿部 雅英氏 手塚 貴久 米 Masa-

ichiro Abe 472－ 41：14．2	 10．4

22 ベルモントリヴァー 牡3鹿 56 内田 博幸 �ベルモントファーム和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム 454－ 21：14．3	 6．9�
23 ノッキングオン 牡3鹿 56 勝浦 正樹松尾 正氏 柴崎 勇 新ひだか グランド牧場 446± 01：14．51
 13．3�
611 グラストンベリー 牝3芦 54 W．ビュイック 日下部勝德氏 栗田 徹 新ひだか 森 俊雄 432＋141：14．71
 39．2

（英）

814 ハイフェアレディー 牝3栗 54 中谷 雄太井上 久光氏 高市 圭二 浦河 グラストレーニ
ングセンター 396－12 〃 ハナ 336．9�

610 デ ン ポ ウ 牝3芦 54
52 △嶋田 純次村田 滋氏 嶋田 潤 様似 様似堀牧場 384－14 〃 クビ 204．8�

11 リアンハート 牡3栃栗56 江田 照男増田 和啓氏 本間 忍 日高 新井 昭二 478＋ 41：15．44 274．3�
47 ネクタルブルー 牡3青鹿56 松岡 正海 �ブルーマネジメント小野 次郎 新ひだか 加野牧場 484＋ 41：16．89 10．4�
35 ポ ン カ ン 牝3栗 54 吉田 隼人重松 國建氏 佐藤 吉勝 日高 長谷川 一男 462－ 41：19．2大差 96．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，393，000円 複勝： 37，850，900円 枠連： 15，926，000円
馬連： 53，486，000円 馬単： 38，761，200円 ワイド： 25，695，800円
3連複： 68，399，800円 3連単： 113，037，700円 計： 373，550，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 140円 � 550円 枠 連（5－5） 400円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 550円

ワ イ ド �� 190円 �� 1，080円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 2，850円 3 連 単 ��� 8，400円

票 数

単勝票数 計 203930 的中 � 67335（1番人気）
複勝票数 計 378509 的中 � 125074（1番人気）� 73482（2番人気）� 10181（8番人気）
枠連票数 計 159260 的中 （5－5） 30024（2番人気）
馬連票数 計 534860 的中 �� 103640（1番人気）
馬単票数 計 387612 的中 �� 52398（1番人気）
ワイド票数 計 256958 的中 �� 45359（1番人気）�� 4949（15番人気）�� 4322（16番人気）
3連複票数 計 683998 的中 ��� 17714（7番人気）
3連単票数 計1130377 的中 ��� 9936（17番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．7―12．9―12．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―34．2―47．1―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エ ジ ル �
�
父 Stormy Atlantic �

�
母父 Gone West デビュー 2012．11．10 東京2着

2010．3．16生 牝3栗 母 One West 母母 Catnip 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ポンカン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年3月20日まで平地競走に出

走できない。
※出走取消馬 ヴェンセール号（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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スノーモンキー号
（非抽選馬） 1頭 ビッグワンボーイ号
※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20日 晴 重 （25中山1）第7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

22 イノチノリユウ 牡3栗 56 大野 拓弥西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 川上牧場 464＋ 41：56．0 5．1�
611 ディアグリスター 牡3鹿 56 勝浦 正樹ディアレスト 高橋 裕 新冠 松浦牧場 464± 01：56．21� 17．4�
814 サンマルスピリット 牡3鹿 56 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 浦河 日優牧場 490＋ 41：56．51� 69．0�
610 ジャーラベンナ 牡3栗 56 三浦 皇成本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 斉藤スタッド 486－ 2 〃 アタマ 36．6�
47 マイネルオルカーン 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 460＋ 21：57．45 4．7�
34 ベールグリーン 牡3黒鹿56 吉田 隼人斎藤 光政氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 478－ 41：57．93 16．9	
23 ポッドスター 牡3栗 56

54 △嶋田 純次小川眞査雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 飛野牧場 494± 01：58．53� 10．4

35 エ ッ フ ェ ル 牡3栗 56 北村 宏司小田切 光氏 高橋 祥泰 日高 山本 通則 518＋241：58．6� 30．2�
58 ナスシュウホウ 牡3鹿 56 吉田 豊小山田 満氏 高木 登 千歳 社台ファーム B498± 01：59．23� 2．8�
46 キョウワカイザー 牡3芦 56 内田 博幸協和牧場 和田 正道 新冠 協和牧場 508± 01：59．94 10．1�
712 ス ガ ロ マ ン 牡3鹿 56 木幡 初広菅 實氏 石毛 善彦 平取 北島牧場 486± 02：00．22 86．7�
815 ワ サ ビ 牝3黒鹿54 石橋 脩村木 篤氏 小笠 倫弘 新ひだか 千代田牧場 454－ 22：00．73 15．3�
11 ハクシンファミリー 牡3鹿 56 武士沢友治新井原 博氏 根本 康広 平取 鹿戸 辰幸 418－ 62：01．44 62．8�
59 キクカサンダー 牡3鹿 56 柴田 善臣飯島 和吉氏 二ノ宮敬宇 浦河 小倉牧場 454＋102：01．5� 88．8�
713 オ シ ダ シ 牡3鹿 56 田中 博康本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 494＋ 62：03．3大差 238．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 17，896，500円 複勝： 30，198，700円 枠連： 14，466，500円
馬連： 49，067，700円 馬単： 31，547，300円 ワイド： 21，649，000円
3連複： 63，176，000円 3連単： 95，486，400円 計： 323，488，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 250円 � 540円 � 2，760円 枠 連（2－6） 3，190円

馬 連 �� 8，340円 馬 単 �� 14，190円

ワ イ ド �� 2，500円 �� 9，140円 �� 12，720円

3 連 複 ��� 127，390円 3 連 単 ��� 522，000円

票 数

単勝票数 計 178965 的中 � 27709（3番人気）
複勝票数 計 301987 的中 � 37793（3番人気）� 14224（8番人気）� 2456（14番人気）
枠連票数 計 144665 的中 （2－6） 3354（14番人気）
馬連票数 計 490677 的中 �� 4343（26番人気）
馬単票数 計 315473 的中 �� 1641（43番人気）
ワイド票数 計 216490 的中 �� 2171（27番人気）�� 579（60番人気）�� 415（68番人気）
3連複票数 計 631760 的中 ��� 366（195番人気）
3連単票数 計 954864 的中 ��� 135（878番人気）

ハロンタイム 13．0―12．1―13．1―12．8―12．7―13．0―13．4―13．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．1―38．2―51．0―1：03．7―1：16．7―1：30．1―1：43．1

コーナー
通過順位

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

2
4

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

イノチノリユウ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．12．15 中山9着

2010．3．11生 牡3栗 母 ニシノナースコール 母母 ノーブルドノール 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハクシンファミリー号・キクカサンダー号・オシダシ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のた

め，平成25年2月20日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 イラッシャイマセ号（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 エーブウルトラマン号・コウジョウ号・コウヨウセレクト号・ビービーラッシュ号・フレンズ号・メイショウキリコ号・

ラグーン号

第１回 中山競馬 第７日



00067 1月20日 晴 重 （25中山1）第7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）

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
1：08．7
1：08．7

重
重

510 アイムオンファイア 牝3栗 54 北村 宏司小池 宗人氏 二ノ宮敬宇 新ひだか タイヘイ牧場 468－ 41：12．9 8．7�
11 トシスプリング 牝3芦 54 柴田 善臣上村 叶氏 蛯名 利弘 浦河 浦河小林牧場 412± 01：13．53� 2．3�
713 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 B430－ 41：13．71� 10．5�
815 セプテンバーローズ 牝3芦 54 D．マクドノー �グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 428＋ 41：13．8� 267．1�

（愛）

24 キャストロメファ 牝3鹿 54 三浦 皇成手嶋 康雄氏 松永 康利 新冠 奥山 博 448－10 〃 クビ 114．0�
23 アイティコスモス 牝3黒鹿54 吉田 豊一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 むかわ 貞広 賢治 428＋ 81：13．9クビ 7．7	
612 フレームエンゼル 牝3鹿 54 松岡 正海柴田 洋一氏 高橋 文雅 日高 藤本ファーム 430＋101：14．32� 43．2

47 シルバームーン 牝3芦 54 田辺 裕信�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 432＋12 〃 アタマ 122．7�
714 ニキーヤダイヤ 牝3栗 54 内田 博幸池田 豊治氏 土田 稔 浦河 鎌田 正嗣 462－ 21：14．4� 3．9�
36 ヒストリアドリーム 牝3鹿 54 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム 456－ 41：14．61� 13．5
59 ラブジョーイ 牝3青鹿 54

51 ▲杉原 誠人増田 陽一氏 星野 忍 新冠 中地 義次 426± 01：14．7クビ 72．7�
611 トウカイアムール 牝3鹿 54 W．ビュイック 内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 中島牧場 458－ 21：14．8� 18．8�

（英）

48 フレンドレディー 牝3黒鹿54 石神 深一戸山 昌彦氏 南田美知雄 新ひだか 小河 豊水 426－ 21：15．86 633．7�
12 ゲ ル ダ 牝3鹿 54 村田 一誠�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 日田牧場 418± 01：15．9� 395．9�
35 ア ト キ リ ナ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム 452＋161：17．07 254．9�
816 ガッテンテン 牝3黒鹿54 吉田 隼人芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 日高 メイプルファーム 440－ 81：17．85 45．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，776，800円 複勝： 45，402，400円 枠連： 18，276，000円
馬連： 59，967，100円 馬単： 40，684，300円 ワイド： 28，048，000円
3連複： 77，705，500円 3連単： 128，811，100円 計： 425，671，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 220円 � 120円 � 180円 枠 連（1－5） 1，010円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 3，120円

ワ イ ド �� 480円 �� 560円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，920円 3 連 単 ��� 12，550円

票 数

単勝票数 計 267768 的中 � 24358（4番人気）
複勝票数 計 454024 的中 � 44534（4番人気）� 134371（1番人気）� 57922（3番人気）
枠連票数 計 182760 的中 （1－5） 13460（4番人気）
馬連票数 計 599671 的中 �� 35752（4番人気）
馬単票数 計 406843 的中 �� 9653（11番人気）
ワイド票数 計 280480 的中 �� 14532（5番人気）�� 12086（7番人気）�� 16907（3番人気）
3連複票数 計 777055 的中 ��� 29999（6番人気）
3連単票数 計1288111 的中 ��� 7580（33番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．7―13．1―12．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．4―47．5―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイムオンファイア �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2012．10．8 東京8着

2010．3．7生 牝3栗 母 ハ ナ パ ッ ク 母母 ウインクアットデエンジャー 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アトキリナ号・ガッテンテン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年2月20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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 インパクトレディー号
（非抽選馬） 1頭 キーナー号
※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。

00068 1月20日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）重 （25中山1）第7日 第4競走 ��2，880�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時30分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
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3：10．2良・良

11 エアペイシェンス 牡7栗 60 高田 潤 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 446－ 83：12．5 1．8�
813 オ ヤ シ オ 牡5鹿 60 五十嵐雄祐平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 500＋ 63：14．3大差 4．0�
610 ローンウルフ �8栗 60 山本 康志鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 静内 岡田スタツド 480＋143：15．47 12．4�
34 ローレルエルヴェル 牡8鹿 60 草野 太郎 �ローレルレーシング 星野 忍 静内 池田牧場 466± 03：17．4大差 22．6�
46 フクノゴールド 牡4鹿 59 江田 勇亮福島 実氏 高橋 文雅 新ひだか 中村 和夫 484＋363：17．61� 22．8�
814 カトルズリップス 牝5黒鹿58 石神 深一山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 494＋ 83：18．02� 5．0	
58 � エリザベートアスク 牝5栗 58 平沢 健治廣崎 玲子氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 492－ 23：19．610 48．7

45 アイティテイオー 牡5栗 60 大江原 圭一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 474＋143：19．81� 45．7�
69 ホクテンリンダ 牝4鹿 57 小野寺祐太小川 幸助氏 古賀 史生 浦河 マミーファーム 474－ 6 〃 ハナ 272．3�
57 デ ミ チ ン タ 牡5鹿 60

57 ▲高嶋 活士加藤 信之氏 天間 昭一 日高 有限会社
ケイズ 474＋143：22．1大差 99．6

711 ビッグプレゼンター 牡4鹿 59 高野 和馬西村新一郎氏 天間 昭一 新ひだか 乾 皆雄 470－ 23：23．69 169．8�
33 ジョープラチネラ 牝5鹿 58 鈴木 慶太上田けい子氏 岩戸 孝樹 新冠 川上 悦夫 452＋103：24．02� 112．0�

（12頭）
22 	� ウィッシングデュー 牝9黒鹿58 横山 義行中村 浩章氏 土田 稔 米 Hopewell In-

vestments LLC 510－ 4 （競走除外）

712� フォレストリーダー 牡5栗 60 金子 光希小野 博郷氏 土田 稔 新冠 赤石 久夫 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 14，651，400円 複勝： 16，924，600円 枠連： 10，420，400円
馬連： 22，921，800円 馬単： 18，450，200円 ワイド： 10，499，500円
3連複： 23，444，100円 3連単： 42，502，800円 計： 159，814，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 130円 � 210円 枠 連（1－8） 180円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 570円

ワ イ ド �� 190円 �� 320円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 2，700円

票 数

単勝票数 差引計 146514（返還計 15474） 的中 � 65973（1番人気）
複勝票数 差引計 169246（返還計 22590） 的中 � 61473（1番人気）� 32166（2番人気）� 14055（4番人気）
枠連票数 差引計 104204（返還計 40134） 的中 （1－8） 42821（1番人気）
馬連票数 差引計 229218（返還計104281） 的中 �� 48780（1番人気）
馬単票数 差引計 184502（返還計 81329） 的中 �� 23995（1番人気）
ワイド票数 差引計 104995（返還計 43909） 的中 �� 16801（1番人気）�� 7849（4番人気）�� 3908（7番人気）
3連複票数 差引計 234441（返還計208525） 的中 ��� 17194（2番人気）
3連単票数 差引計 425028（返還計386473） 的中 ��� 11649（3番人気）
上り 1マイル 1：49．1 4F 53．7－3F 40．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→�→	→�」
1
�
13－14－1，6＝3－（5，8）4－10＝（7，11）－9
13－1－14＝6－4－10＝8－5－9＝（11，7）＝3

�
�
13－14，1－6＝（8，4）－（3，5，10）＝11－（7，9）
13－1＝14－6－4，10＝8，5，9＝11，7＝3

勝馬の
紹 介

エアペイシェンス �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2009．1．18 京都4着

2006．3．3生 牡7栗 母 エアシャキーラ 母母 サトルチェンジ 障害：3戦1勝 賞金 8，800，000円
〔出走取消〕 フォレストリーダー号は，騎乗予定騎手が第1回京都競馬第6日第8競走で落馬負傷し，変更騎手がいないため出走取

消。
〔競走除外〕 ウィッシングデュー号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 イキシアグレイド号



00069 1月20日 晴 良 （25中山1）第7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
1：58．2
1：56．1

良
良

816 サトノマーキュリー 牡3黒鹿56 北村 宏司里見 治氏 国枝 栄 むかわ 上水牧場 486± 02：03．8 2．7�
48 ヒカルハノハノ 牡3黒鹿56 F．ベリー 高橋 光氏 古賀 史生 登別 青藍牧場 492＋ 4 〃 ハナ 8．7�

（愛）

510 トーセンアルニカ 牝3鹿 54 内田 博幸島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ
スティファーム 436－18 〃 クビ 24．0�

611 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 452＋ 42：04．11� 15．1�
11 ナカヤマシャイン 牡3鹿 56 蛯名 正義和泉 憲一氏 二ノ宮敬宇 日高 日高大洋牧場 464＋142：04．52� 9．2	
35 ダイメイハルオ 牡3芦 56 田辺 裕信宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 新ひだか グランド牧場 444－ 22：04．71	 7．0

713 ネコタイショウ 牡3鹿 56 吉田 隼人桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 430－ 22：04．8� 14．5�
612 ニシノアイボウ 牡3鹿 56 江田 照男西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 川上牧場 488＋142：04．9クビ 138．9�
815 ブリリアントダンス 牡3鹿 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 484± 02：05．0� 217．1
59 ダイワロフティ 牝3鹿 54 D．マクドノー 大城 敬三氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 440－222：05．1� 99．3�

（愛）

36 フォルテシモ 牝3鹿 54 吉田 豊窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 444＋ 22：05．2クビ 19．5�
714 オ ベ レ ッ ク 牡3鹿 56 石神 深一片山 博志氏 佐藤 吉勝 日高 日西牧場 474－ 6 〃 クビ 227．3�
24 パシャドーラ 牝3鹿 54

51 ▲杉原 誠人山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 494＋ 42：05．41	 6．4�
47 ポッドローザ 牝3黒鹿54 石橋 脩小川眞査雄氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 468－ 42：06．25 22．8�
23 グレイスヒーロー 牡3栗 56 W．ビュイック �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 454＋122：06．62� 19．0�

（英）

12 マイネルバランシン 牡3黒鹿56 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 田原橋本牧場 482＋102：11．0大差 119．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，741，300円 複勝： 48，223，300円 枠連： 20，098，300円
馬連： 73，744，500円 馬単： 49，326，700円 ワイド： 34，360，500円
3連複： 93，256，000円 3連単： 143，411，500円 計： 490，162，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 260円 � 580円 枠 連（4－8） 850円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，250円 �� 3，150円

3 連 複 ��� 10，320円 3 連 単 ��� 27，100円

票 数

単勝票数 計 277413 的中 � 83483（1番人気）
複勝票数 計 482233 的中 � 121608（1番人気）� 44314（4番人気）� 16184（10番人気）
枠連票数 計 200983 的中 （4－8） 17520（3番人気）
馬連票数 計 737445 的中 �� 46684（3番人気）
馬単票数 計 493267 的中 �� 20735（4番人気）
ワイド票数 計 343605 的中 �� 18623（3番人気）�� 6606（17番人気）�� 2526（42番人気）
3連複票数 計 932560 的中 ��� 6669（38番人気）
3連単票数 計1434115 的中 ��� 3906（74番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―13．1―12．5―13．2―12．8―12．2―12．1―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．2―36．3―48．8―1：02．0―1：14．8―1：27．0―1：39．1―1：51．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．8
1
3

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

勝馬の
紹 介

サトノマーキュリー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Gulch デビュー 2012．10．20 東京5着

2010．4．9生 牡3黒鹿 母 ク ラ イ ム 母母 Passing Vice 4戦1勝 賞金 7，700，000円
〔制裁〕 パシャドーラ号の騎手杉原誠人は，最後の直線コースで急に内側に斜行したことについて平成25年1月26日から平成25年

2月10日まで騎乗停止。（被害馬：5番・2番）
〔その他〕 マイネルバランシン号は，最後の直線コース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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 クリスフォンテン号
（非抽選馬） 3頭 ゲンキチタチカゼ号・ハクサンキング号・ロマネクイーン号
※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。

00070 1月20日 晴 重 （25中山1）第7日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時50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
1：48．5
1：47．8

重
重

611 ディアルーモ 牝3鹿 54 勝浦 正樹ディアレスト 池上 昌弘 新ひだか 大典牧場 478 ―1：57．8 19．0�
48 アルマネアン 牝3黒鹿54 吉田 豊コウトミックレーシング 池上 昌弘 新ひだか 田湯牧場 458 ―1：58．12 118．4�
36 ホーリーチャリス 牝3鹿 54 北村 宏司吉田 勝己氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 492 ―1：58．31� 5．1�
47 ハナレイビーチ 牝3栗 54 D．マクドノー 金子真人ホールディングス� 小島 茂之 千歳 社台ファーム 456 ―1：58．4クビ 5．4�

（愛）

510 オ リ ア ー ナ 牝3青鹿54 石橋 脩 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 日高 豊洋牧場 494 ―1：58．61� 46．0�

815 パルムドールロゼ 牝3栗 54 吉田 隼人安原 浩司氏 高橋 文雅 浦河 赤田牧場 408 ―1：59．02� 52．8	
713 フクノアトリア 牝3鹿 54 松岡 正海福島 実氏 伊藤 伸一 浦河 木村牧場 464 ―1：59．63� 18．0

816 ローローローロー 牝3黒鹿54 大野 拓弥石川 幸司氏 中川 公成 新ひだか 坂本牧場 470 ―2：00．02� 40．7�
12 タガノアムール 牝3鹿 54 内田 博幸八木 良司氏 吉村 圭司 新冠 岡牧場 512 ―2：00．42� 2．2�
612 シシリーガール 牝3鹿 54 江田 照男手嶋 康雄氏 天間 昭一 新ひだか 佐竹 学 468 ―2：02．5大差 41．8
714 メ ロ ー ペ 牝3黒鹿54 中谷 雄太岡田 壮史氏 小野 次郎 新ひだか 岡田スタツド 490 ―2：02．6� 58．3�
24 レオアストリア 牝3青鹿54 三浦 皇成田中 博之氏 木村 哲也 新ひだか 中村 和夫 506 ―2：02．7クビ 58．5�
23 トーアアナスタシア 牝3鹿 54 蛯名 正義高山ランド� 奥平 雅士 豊浦トーア牧場 476 ― 〃 クビ 13．0�
11 リカーズココ 牝3鹿 54 柴田 大知�宮内牧場 蛯名 利弘 浦河 宮内牧場 412 ―2：03．33� 69．0�
35 アグロステンマ 牝3鹿 54 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム 514 ―2：03．51 13．7�
59 ピュアジニア 牝3栗 54 田中 勝春長谷川清英氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 526 ―2：05．2大差 42．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，874，000円 複勝： 31，749，000円 枠連： 16，608，900円
馬連： 50，874，500円 馬単： 34，252，500円 ワイド： 22，063，000円
3連複： 59，201，300円 3連単： 94，013，700円 計： 330，636，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，900円 複 勝 � 480円 � 1，000円 � 210円 枠 連（4－6） 3，270円

馬 連 �� 95，780円 馬 単 �� 184，520円

ワ イ ド �� 13，890円 �� 1，150円 �� 6，820円

3 連 複 ��� 122，390円 3 連 単 ��� 1，476，220円

票 数

単勝票数 計 218740 的中 � 9073（7番人気）
複勝票数 計 317490 的中 � 16246（7番人気）� 7113（9番人気）� 49157（3番人気）
枠連票数 計 166089 的中 （4－6） 3749（14番人気）
馬連票数 計 508745 的中 �� 392（103番人気）
馬単票数 計 342525 的中 �� 137（195番人気）
ワイド票数 計 220630 的中 �� 382（87番人気）�� 4934（10番人気）�� 783（55番人気）
3連複票数 計 592013 的中 ��� 357（219番人気）
3連単票数 計 940137 的中 ��� 47（1807番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．9―38．5―51．9―1：04．8―1：17．0―1：30．4―1：44．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．0―3F40．8
1
3
2，11，14（5，3，6，15）4，1（7，10）（13，16）8，12，9・（2，11）15，10，6，7－（14，16，8）13－3（1，9）（4，12）－5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ディアルーモ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 パークリージエント 初出走

2010．4．21生 牝3鹿 母 アインアイン 母母 アインフローラ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピュアジニア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年2月20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 フレッシュドール号
※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20日 晴 重 （25中山1）第7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）

牝，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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

35 シルクミライ 牝6黒鹿55 田辺 裕信有限会社シルク松山 将樹 浦河 福岡 光夫 494＋ 81：12．7 4．1�
510 モエレフルール 牝4黒鹿54 北村 宏司中村 和夫氏 大竹 正博 新ひだか 中村 和夫 482－ 41：12．8� 3．5�
815 ミラクルピッチ 牝4黒鹿54 柴田 善臣松尾 正氏 柴崎 勇 新ひだか 土居 忠吉 462＋ 6 〃 ハナ 5．7�
47 ロンギングトゥユー 牝4栗 54 石橋 脩坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 500± 01：12．9クビ 6．6�
23 ベルストーリー 牝4鹿 54

51 ▲杉原 誠人髙樽さゆり氏 新開 幸一 浦河 高岸 順一 500＋201：13．11� 168．4�
816 シシリアンルージュ 牝4栗 54 柴田 大知�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 472＋10 〃 アタマ 27．3	
713 ヒヅグータス 牝4鹿 54 木幡 初広
萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 458－ 4 〃 ハナ 65．4�
24 � 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 安平 ノーザンファーム 470＋ 41：13．2	 15．7�

（英）

59 � ア マ レ ッ ト 牝5鹿 55 大野 拓弥
イージス 石毛 善彦 新ひだか 大滝 康晴 460＋ 21：13．41� 180．9
611 アイアムネフライト 牝4栗 54 村田 一誠堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B484＋ 61：13．5� 18．4�
12 ナムラケイオス 牝4鹿 54 吉田 隼人奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 516＋161：13．71� 36．1�
612 パシオンルージュ 牝5鹿 55 内田 博幸吉田 和美氏 和田正一郎 新ひだか 松田牧場 480＋101：13．91 8．5�
11 ビーキュート 牝4鹿 54 D．マクドノー �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 432± 01：14．11� 28．5�
（愛）

36 � ボーシュヴァル 牝6青鹿55 蛯名 正義道永 幸治氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 474＋101：14．2� 54．1�
714� サンマルヴァーゴ 牝4栗 54 江田 照男相馬 勇氏 佐藤 吉勝 小清水 千島北斗牧場 446＋ 11：14．94 124．4�
48 ニシノコハク 牝4栗 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 482＋ 81：15．96 103．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，711，500円 複勝： 42，056，800円 枠連： 21，223，400円
馬連： 72，858，500円 馬単： 42，553，000円 ワイド： 29，576，900円
3連複： 83，548，000円 3連単： 127，953，400円 計： 443，481，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 140円 � 150円 � 190円 枠 連（3－5） 610円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 320円 �� 420円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 5，300円

票 数

単勝票数 計 237115 的中 � 46452（2番人気）
複勝票数 計 420568 的中 � 90482（1番人気）� 79656（2番人気）� 50812（3番人気）
枠連票数 計 212234 的中 （3－5） 25784（1番人気）
馬連票数 計 728585 的中 �� 85331（1番人気）
馬単票数 計 425530 的中 �� 22697（2番人気）
ワイド票数 計 295769 的中 �� 24673（1番人気）�� 17305（2番人気）�� 12994（6番人気）
3連複票数 計 835480 的中 ��� 46993（1番人気）
3連単票数 計1279534 的中 ��� 17836（1番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．3―12．3―13．0―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．7―46．0―59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．3―3F39．0
3 ・（7，11）10（1，12，15）（5，8，13）－（2，4，14）16（6，9）－3 4 ・（7，11）10（1，15）12（5，13）－2（8，4）14（6，16）9－3

勝馬の
紹 介

シルクミライ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 スターオブコジーン デビュー 2009．12．13 中山3着

2007．3．13生 牝6黒鹿 母 シルクブラウニー 母母 バレリーナチュチュ 22戦3勝 賞金 35，800，000円
〔騎手変更〕 アマレット号の騎手三浦皇成は，検査のため大野拓弥に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ミヤコライジング号
※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20日 晴 重 （25中山1）第7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）
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

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 480－ 21：53．8 2．8�
35 ハ ー コ ッ ト 牡4鹿 56 北村 宏司 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 472＋ 21：54．33 3．5�
815 コスモイフリート 牡6栗 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 北星村田牧場 518＋ 4 〃 クビ 60．3�
48 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± 01：54．72� 16．0�
59 デルマエビス 牡4鹿 56 吉田 隼人浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 470＋ 2 〃 アタマ 18．6�
816 バーチャルトラック 牡5鹿 57 三浦 皇成岩本 允氏 藤原 辰雄 新冠 田上 光征 454＋ 4 〃 ハナ 63．3	
12 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 488－ 81：54．91 16．6

713 フェアブレシア 牡4鹿 56 W．ビュイック 岡田 牧雄氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 544＋ 21：55．64 4．8�

（英）

612	 トーホウベスト 牡5鹿 57 江田 照男東豊物産� 古賀 史生 新ひだか 静内フジカワ牧場 504＋ 41：55．91
 110．3
24 	 ダノンクルソラ �5鹿 57 田辺 裕信�ダノックス 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 482－121：56．11 119．6�
11 メイショウパルマ 牡7黒鹿57 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 506＋121：56．31� 131．8�
23 ミヤビエスペランサ 牡4鹿 56 田中 勝春村上 義勝氏 戸田 博文 新ひだか 原 武久 500－ 21：56．5
 8．0�
36 ダイワアクシス 牡4黒鹿56 松岡 正海大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 454＋ 21：57．13� 31．7�
510 ドラゴンツヨシ 牡4黒鹿56 勝浦 正樹窪田 芳郎氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 508＋ 81：57．84 81．4�
714	 スプリングオー �4黒鹿56 木幡 初広栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 バンブー牧場 452± 0 〃 ハナ 316．8�

（15頭）
611 トウショウギフト 牡4鹿 56 内田 博幸トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 24，922，600円 複勝： 45，049，400円 枠連： 20，784，700円
馬連： 79，419，000円 馬単： 45，851，800円 ワイド： 32，950，900円
3連複： 90，839，100円 3連単： 154，973，200円 計： 494，790，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 150円 � 870円 枠 連（3－4） 430円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 220円 �� 2，450円 �� 2，120円

3 連 複 ��� 8，050円 3 連 単 ��� 31，080円

票 数

単勝票数 計 249226 的中 � 70293（1番人気）
複勝票数 計 450494 的中 � 123986（1番人気）� 91084（2番人気）� 8013（9番人気）
枠連票数 計 207847 的中 （3－4） 36444（1番人気）
馬連票数 計 794190 的中 �� 120885（1番人気）
馬単票数 計 458518 的中 �� 35343（2番人気）
ワイド票数 計 329509 的中 �� 49030（1番人気）�� 2844（26番人気）�� 3299（22番人気）
3連複票数 計 908391 的中 ��� 8335（23番人気）
3連単票数 計1549732 的中 ��� 3680（91番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―11．7―12．4―12．3―12．8―13．4―13．4―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．0―35．7―48．1―1：00．4―1：13．2―1：26．6―1：40．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．4―3F40．6
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

コパノウィリアム �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2011．11．27 東京5着

2009．2．12生 牡4鹿 母 シースシルエット 母母 ラスターゲイン 11戦2勝 賞金 22，700，000円
〔出走取消〕 トウショウギフト号は，疾病〔右寛跛行〕のため出走取消。
※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。



00073 1月20日 晴 良 （25中山1）第7日 第9競走 ��
��1，800�

わ か た け

若 竹 賞
発走14時25分 （芝・右）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：44．1

良
良

55 ダービーフィズ 牡3栗 56 蛯名 正義 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 456＋101：49．3 3．4�
22 アドマイヤスピカ 牡3栗 56 内田 博幸近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 490－ 41：49．61� 4．6�
710 モンテエベレスト 牡3青鹿56 柴田 善臣毛利 喜昭氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 498－ 4 〃 クビ 17．3�
811 サンバジーリオ 牡3鹿 56 大野 拓弥吉田 照哉氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 506＋ 81：50．02� 28．0�
11 ケイティープライド 牡3鹿 56 W．ビュイック �G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 476＋ 2 〃 クビ 3．3	

（英）

33 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± 01：50．1� 24．2

56 マイネルブルズアイ 牡3鹿 56 柴田 大知 �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 464－ 21：50．31	 10．7�
79 ナンヨーケンゴー 
3鹿 56 北村 宏司中村 德也氏 斎藤 誠 日高 日高大洋牧場 484＋26 〃 クビ 118．1�
44 アンブリッジローズ 牡3鹿 56 三浦 皇成 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 440－ 41：50．61� 16．1
812 ツクバアラモード 牝3栗 54 田辺 裕信細谷 武史氏 田中 清隆 新ひだか 真歌伊藤牧場 452－ 61：50．7� 10．7�
67 ウェーブオーキッド 牡3青 56 松岡 正海万波 健二氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 61：51．97 26．6�
68 オリバーバローズ 牡3黒鹿56 D．マクドノー 猪熊 広次氏 牧 光二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B494－ 41：53．28 61．5�
（愛）

（12頭）

売 得 金
単勝： 40，077，800円 複勝： 61，813，300円 枠連： 28，154，700円
馬連： 129，801，000円 馬単： 73，094，200円 ワイド： 46，235，100円
3連複： 142，062，900円 3連単： 259，071，400円 計： 780，310，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 160円 � 370円 枠 連（2－5） 610円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，100円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 3，380円 3 連 単 ��� 11，470円

票 数

単勝票数 計 400778 的中 � 93517（2番人気）
複勝票数 計 618133 的中 � 133684（1番人気）� 113352（3番人気）� 32118（6番人気）
枠連票数 計 281547 的中 （2－5） 34443（1番人気）
馬連票数 計1298010 的中 �� 135880（1番人気）
馬単票数 計 730942 的中 �� 40199（1番人気）
ワイド票数 計 462351 的中 �� 37301（2番人気）�� 9813（13番人気）�� 9158（16番人気）
3連複票数 計1420629 的中 ��� 31098（9番人気）
3連単票数 計2590714 的中 ��� 16674（18番人気）

ハロンタイム 12．5―12．4―11．4―12．0―11．5―11．8―12．6―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．9―36．3―48．3―59．8―1：11．6―1：24．2―1：36．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．7
1
3

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

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

ダービーフィズ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．10．7 東京2着

2010．2．24生 牡3栗 母 マンハッタンフィズ 母母 サトルチェンジ 4戦2勝 賞金 17，629，000円
※ツクバアラモード号は，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。

00074 1月20日 晴 良 （25中山1）第7日 第10競走 ��
��1，600�

わ か し お

若 潮 賞
発走15時00分 （芝・右・外）
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

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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

68 ケイアイエレガント 牝4黒鹿51 吉田 豊亀田 和弘氏 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 B514± 01：34．9 10．8�
710 フェスティヴタロー 牡4栗 55 田中 勝春臼井義太郎氏 天間 昭一 新ひだか 小倉 光博 482－ 41：35．0� 4．2�
69 クラックシード 牝6黒鹿54 大野 拓弥 �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 450＋ 61：35．21� 9．9�
22 キネオピューマ 牡4鹿 54 三浦 皇成ジャパンフードビジネス� 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム 444－ 6 〃 クビ 10．6�
56 ウインクリアビュー 牝6栗 55 内田 博幸�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 460＋ 21：35．3	 2．9	
11 ゴールドスマイル 牡5鹿 53 北村 宏司居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム 480± 01：35．4クビ 44．9

33 
 メ ス ナ ー 牡8芦 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 畠山 重則 門別 旭 牧場 478＋ 2 〃 アタマ 80．3�
813 トウカイソニック 牡7黒鹿55 村田 一誠内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 506＋18 〃 クビ 114．0�
44 ミエノゴーゴー 牡5黒鹿57 F．ベリー 里見美惠子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 480＋ 61：35．61	 8．3

（愛）

711 プレノタート 牝4鹿 53 蛯名 正義有限会社シルク牧浦 充徳 新ひだか 松田牧場 450＋ 61：35．7	 5．9�
45 シンボリカージナル 牡7鹿 53 江田 照男シンボリ牧場 高橋 祥泰 静内 シンボリ牧場 502－ 21：35．91� 149．3�
812 アルファメガハート 牝8鹿 50 中谷 雄太�貴悦 嶋田 潤 新冠 秋田牧場 480＋10 〃 クビ 245．1�
57 ボーイフレンド 牡4栗 55 W．ビュイック 北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 446＋ 41：36．0クビ 27．7�

（英）

（13頭）

売 得 金
単勝： 37，622，500円 複勝： 69，372，800円 枠連： 36，807，000円
馬連： 152，117，300円 馬単： 86，489，700円 ワイド： 50，813，100円
3連複： 168，900，800円 3連単： 336，131，400円 計： 938，254，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 330円 � 200円 � 280円 枠 連（6－7） 700円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 4，250円

ワ イ ド �� 630円 �� 1，550円 �� 700円

3 連 複 ��� 4，910円 3 連 単 ��� 31，760円

票 数

単勝票数 計 376225 的中 � 27528（7番人気）
複勝票数 計 693728 的中 � 50647（7番人気）� 108739（2番人気）� 64769（5番人気）
枠連票数 計 368070 的中 （6－7） 39127（2番人気）
馬連票数 計1521173 的中 �� 59085（9番人気）
馬単票数 計 864897 的中 �� 15049（19番人気）
ワイド票数 計 508131 的中 �� 20605（7番人気）�� 7740（21番人気）�� 18347（8番人気）
3連複票数 計1689008 的中 ��� 25406（20番人気）
3連単票数 計3361314 的中 ��� 7811（117番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―24．1―35．9―47．7―59．7―1：11．6―1：23．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

ケイアイエレガント �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2011．7．17 新潟4着

2009．3．28生 牝4黒鹿 母 ポストパレード 母母 Spanish Parade 14戦3勝 賞金 30，620，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15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。

１レース目



00075 1月20日 晴 良 （25中山1）第7日 第11競走 ��
��2，200�第54回アメリカジョッキークラブカップ（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，24．1．21以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬1�増，24．1．20以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳
時の成績を除く）

アメリカジョッキークラブ賞（1着）
賞 品

本 賞 60，000，000円 24，000，000円 15，000，000円 9，000，000円 6，000，000円
付 加 賞 854，000円 244，000円 122，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：10．0

良
良

33 ダノンバラード 牡5黒鹿56 F．ベリー �ダノックス 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 480－ 22：13．1 6．0�
（愛）

55 トランスワープ �8鹿 56 大野 拓弥 �キャロットファーム 萩原 清 早来 ノーザンファーム 540＋ 22：13．31	 11．9�
44 アドマイヤラクティ 牡5鹿 56 内田 博幸近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 482－ 42：13．61
 3．6�
11 サトノアポロ 牡5黒鹿56 蛯名 正義里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 502－ 42：13．7
 7．4�
22 � マカニビスティー 牡6青鹿56 吉田 隼人備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 山田 政宏 B488－ 62：13．91� 129．2	
710 マルカボルト 牡6黒鹿56 石橋 脩河長産業� 羽月 友彦 浦河 笹地牧場 494＋ 42：14．11	 22．0

79 ル ル ー シ ュ 牡5黒鹿57 D．マクドノー 山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 510－ 4 〃 アタマ 2．4�

（愛）

68 シ ン ゲ ン 牡10黒鹿56 三浦 皇成吉田 千津氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 504－ 6 〃 クビ 48．6�
56 ゲシュタルト 牡6鹿 56 勝浦 正樹畑佐 博氏 長浜 博之 新冠 細川農場 512＋ 42：14．31 24．2
67 トップカミング �7黒鹿56 岩部 純二�コオロ 萱野 浩二 浦河 木戸口牧場 460－ 22：15．04 127．9�
812 サンテミリオン 牝6黒鹿54 北村 宏司吉田 照哉氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 478＋ 42：15．74 116．8�
811 ネ コ パ ン チ 牡7黒鹿57 江田 照男桐谷 茂氏 星野 忍 浦河 大道牧場 490＋242：17．29 22．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 158，575，400円 複勝： 203，623，900円 枠連： 113，857，000円
馬連： 659，462，700円 馬単： 375，461，700円 ワイド： 193，476，800円
3連複： 805，217，600円 3連単： 1，833，319，900円 計： 4，342，995，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 190円 � 290円 � 140円 枠 連（3－5） 2，180円

馬 連 �� 3，360円 馬 単 �� 5，170円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 320円 �� 600円

3 連 複 ��� 2，740円 3 連 単 ��� 20，710円

票 数

単勝票数 計1585754 的中 � 210544（3番人気）
複勝票数 計2036239 的中 � 287474（3番人気）� 146377（5番人気）� 481701（2番人気）
枠連票数 計1138570 的中 （3－5） 38630（11番人気）
馬連票数 計6594627 的中 �� 145100（13番人気）
馬単票数 計3754617 的中 �� 53640（18番人気）
ワイド票数 計1934768 的中 �� 41685（13番人気）�� 165576（2番人気）�� 78027（6番人気）
3連複票数 計8052176 的中 ��� 217469（8番人気）
3連単票数 計18333199 的中 ��� 65356（72番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―12．2―11．6―12．1―12．2―12．4―12．5―12．1―11．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．3―23．8―36．0―47．6―59．7―1：11．9―1：24．3―1：36．8―1：48．9―2：00．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダノンバラード �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled デビュー 2010．10．24 京都1着

2008．2．19生 牡5黒鹿 母 レディバラード 母母 Angelic Song 17戦5勝 賞金 250，157，000円
〔制裁〕 ダノンバラード号の騎手F．ベリーは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて平成25年1月26日から平成25年2月

10日まで騎乗停止。（被害馬：5番・6番）
〔その他〕 トランスワープ号の調教師萩原清および騎手大野拓弥から，最後の直線コースでのダノンバラード号の進路の取り方につ

いて，降着の裁決を求める申立てがあったが棄却。
※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。

00076 1月20日 晴 重 （25中山1）第7日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走16時10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 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

713 トーセンナスクラ 牡5黒鹿57 大野 拓弥島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ
スティファーム 482＋ 21：11．3 6．6�

510 クレバーデステニー 牡4鹿 56 田辺 裕信 �ウエスタンファーム 小西 一男 新ひだか 斉藤スタッド 458－ 21：11．72� 4．6�
48 ヒ ー ロ ー 牡6栗 57 W．ビュイック 近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 530＋ 6 〃 クビ 27．5�

（英）

815 ガ ク ニ ホ シ 牡7鹿 57 江田 照男矢野喜代春氏 伊藤 伸一 静内 マークリ牧場 498－ 41：11．8� 6．7�
612 ト レ ボ ー ネ 	5鹿 57 D．マクドノー 田上 雅春氏 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 458＋ 61：11．9� 22．5	

（愛）

11 ヤマニンパピオネ 牝5芦 55 蛯名 正義土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 498－ 81：12．0� 3．8

36 
 トレノソルーテ 	7鹿 57

54 ▲杉原 誠人戸賀 智子氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 B530－ 6 〃 クビ 142．5�
24 エイブルサクセス 牡5鹿 57 田中 勝春中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 山際牧場 550＋ 21：12．1クビ 13．2�
714 サンセルマン 牡4黒鹿56 武士沢友治井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 460－ 2 〃 クビ 247．7
59 ウッドシップ 牝5鹿 55 内田 博幸小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 482＋ 61：12．2クビ 5．5�
35 ドクトルジバゴ 牡6鹿 57 F．ベリー 馬場 幸夫氏 牧浦 充徳 新ひだか 松田 三千雄 486± 01：12．41� 43．9�

（愛）

12 フォースフル 牡4黒鹿 56
54 △嶋田 純次�Basic 畠山 吉宏 新冠 平山牧場 496＋ 8 〃 ハナ 41．0�

47 ノボピュアリティ 牝4鹿 54 三浦 皇成�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 492－ 81：12．6� 33．7�
611 ラヴリードリーム 牝7青鹿55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 黒岩 陽一 静内 松田 三千雄 474± 01：13．02� 100．8�
23 リ ン ゴ ッ ト 	5栗 57 勝浦 正樹吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 516± 01：13．1クビ 56．2�
816 ゲーリックストーム 牡5鹿 57 石橋 脩 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 512＋ 61：13．2� 45．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，401，900円 複勝： 81，069，800円 枠連： 49，951，500円
馬連： 175，639，000円 馬単： 92，117，300円 ワイド： 67，760，300円
3連複： 221，347，500円 3連単： 399，029，400円 計： 1，142，316，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 220円 � 190円 � 700円 枠 連（5－7） 880円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 3，070円

ワ イ ド �� 520円 �� 2，770円 �� 2，420円

3 連 複 ��� 12，660円 3 連 単 ��� 63，080円

票 数

単勝票数 計 554019 的中 � 66245（4番人気）
複勝票数 計 810698 的中 � 104428（4番人気）� 131078（1番人気）� 23834（8番人気）
枠連票数 計 499515 的中 （5－7） 41922（3番人気）
馬連票数 計1756390 的中 �� 97104（4番人気）
馬単票数 計 921173 的中 �� 22152（11番人気）
ワイド票数 計 677603 的中 �� 35361（4番人気）�� 5748（28番人気）�� 6617（24番人気）
3連複票数 計2213475 的中 ��� 12911（38番人気）
3連単票数 計3990294 的中 ��� 4669（191番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．0―12．1―12．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．4―45．5―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンナスクラ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Star de Naskra デビュー 2010．7．10 福島4着

2008．3．19生 牡5黒鹿 母 バーガンディレッド 母母 Silky Melody 23戦4勝 賞金 54，840，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時15分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 シャラントレディ号・フレンチミシル号
（非抽選馬） 3頭 アキノモーグル号・ドナリサ号・ヒカルマイソング号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

４レース目



（25中山1）第7日 1月20日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
重

競走回数 12回 出走頭数 174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

268，820，000円
6，280，000円
2，190，000円
24，420，000円
62，225，500円
5，237，400円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
469，644，700円
713，334，900円
366，574，400円
1，579，359，100円
928，589，900円
563，128，900円
1，897，098，600円
3，727，741，900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 10，245，472，400円

総入場人員 25，871名 （有料入場人員 22，580名）
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