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00061 1月18日 晴 良 （26中山1）第6日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走9時55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

59 オメガベントレー 牡3栗 56 F．ベリー 原 �子氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム B458＋141：13．8 11．0�
（愛）

47 オールデフィート 牡3鹿 56 三浦 皇成�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 笹地牧場 468± 01：14．01� 1．5�
714 シゲルシモウサ 牡3鹿 56 宮崎 北斗森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B462＋ 41：14．21	 66．3�
612 モアアンドモア 牝3鹿 54 吉田 豊平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 448＋ 61：14．51
 43．1�
35 マイネルスコープ 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 61：14．6
 19．4	
24 ヤマタケカントウ 牡3芦 56 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 三枝牧場 466－ 41：14．7� 31．6

713 ディアキンカク 牡3栗 56 内田 博幸ディアレスト 矢野 英一 浦河 小島牧場 508＋14 〃 ハナ 12．1�
815 イエローストーン 牡3黒鹿56 戸崎 圭太�Basic 田島 俊明 浦河 斉藤英牧場 480＋26 〃 アタマ 6．3�
11 サンバデジャネイロ 牝3黒鹿 54

51 ▲花田 大昂�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 448± 01：14．8クビ 249．0
510 トーホウクローバー 牝3黒鹿54 柴田 善臣東豊物産� 古賀 史生 日高 竹島 幸治 468－ 4 〃 ハナ 25．4�
48 ワールドタイム 牡3栗 56 吉原 寛人 Him Rock Racing 高橋 裕 浦河 宮内牧場 528－ 81：15．01	 60．8�

（川崎）

611 ラッキーゴールド 牝3鹿 54 武士沢友治�下河辺牧場 金成 貴史 日高 下河辺牧場 436＋ 81：15．21� 213．8�
816 ケンブリッジアド 牝3鹿 54 江田 照男中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 408 ―1：15．52 165．9�
23 リネンウッド 牡3栗 56 森 泰斗戸山 光男氏 南田美知雄 新冠 村上 雅規 436＋361：16．03 231．8�

（船橋）

12 カシノワンダラー 牡3鹿 56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 青森 一山育成牧場 464＋101：17．8大差 164．6�
36 ダイワランクアップ 牡3黒鹿56 丸田 恭介大城 敬三氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム B492－ 61：18．33 24．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，700，100円 複勝： 54，363，700円 枠連： 10，439，600円
馬連： 39，232，600円 馬単： 28，559，700円 ワイド： 20，386，700円
3連複： 52，502，100円 3連単： 89，882，600円 計： 317，067，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 270円 � 110円 � 770円 枠 連（4－5） 460円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 380円 �� 3，050円 �� 980円

3 連 複 ��� 5，610円 3 連 単 ��� 31，960円

票 数

単勝票数 計 217001 的中 � 15576（3番人気）
複勝票数 計 543637 的中 � 25598（5番人気）� 351661（1番人気）� 6945（10番人気）
枠連票数 計 104396 的中 （4－5） 16790（1番人気）
馬連票数 計 392326 的中 �� 38049（2番人気）
馬単票数 計 285597 的中 �� 8907（8番人気）
ワイド票数 計 203867 的中 �� 14883（2番人気）�� 1509（32番人気）�� 4974（11番人気）
3連複票数 計 525021 的中 ��� 6909（22番人気）
3連単票数 計 898826 的中 ��� 2076（101番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．6―12．6―13．1―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．7―47．3―1：00．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オメガベントレー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．6．30 福島5着

2011．4．16生 牡3栗 母 オメガロンド 母母 ミスアルダント 5戦1勝 賞金 5，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイワランクアップ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年2月18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 オキテスグメシ号
※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。

00062 1月18日 晴 良 （26中山1）第6日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時25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

23 サ ウ ス ゴ ビ 牡3栗 56 蛯名 正義 K.C．タン氏 和田 正道 新冠 アサヒ牧場 446－ 21：58．3 12．6�
11 ベ ッ ク 牡3栗 56 後藤 浩輝細川祐季子氏 伊藤 正徳 平取 稲原牧場 488－ 61：58．51� 1．7�
59 バイタルワンダー �3青鹿56 吉田 豊伊東 純一氏 尾形 充弘 日高 メイプルファーム 466＋ 6 〃 アタマ 8．5�
12 コスモパトラ 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 浦河 オンワード牧場 448＋ 21：58．6� 20．8�
24 メイクザカット 牡3栗 56 津村 明秀島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 540± 0 〃 クビ 52．3�
48 ウインヤード 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 454± 01：58．7� 23．1	
714 スパルタカス 牡3栗 56 田辺 裕信 M・

Kenichiホールディング
 栗田 徹 新ひだか 三石川上牧場 472－ 41：59．23 10．8�
510 ペイシャゴンジセ 牡3鹿 56 嘉藤 貴行北所 直人氏 本間 忍 新冠 隆栄牧場 458＋141：59．41� 221．6�
713 フォトンベルト 牡3鹿 56 柴田 善臣嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 千代田牧場 504＋ 4 〃 ハナ 201．3
35 マイネルモヒート 牡3鹿 56 G．ブノワ 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新ひだか 大平牧場 474± 01：59．5� 41．1�
（仏）

612 マキシマムフロウ 牡3栗 56 森 泰斗 �社台レースホース木村 哲也 千歳 社台ファーム 472＋ 41：59．71� 40．8�
（船橋）

815 チャンピオンリング 牡3栗 56 丸田 恭介 �キャロットファーム 本間 忍 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 554－ 41：59．9� 55．8�
36 クールジャイロ 牡3栗 56

55 ☆横山 和生川上 哲司氏 矢野 英一 日高 田中 元寿 512＋ 62：00．0� 32．6�
47 ス ト ー ク ス 牡3鹿 56 吉原 寛人
ジェイアール 黒岩 陽一 日高 北田 剛 480＋102：00．1� 195．2�

（川崎）

816 ハクタイノカカク 牡3黒鹿56 内田 博幸池谷 誠一氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468＋ 22：00．63 6．2�

611 ヤマニンシャージュ 牡3黒鹿56 江田 照男土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 492－ 82：02．9大差 417．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，227，800円 複勝： 52，452，300円 枠連： 9，964，000円
馬連： 40，253，900円 馬単： 30，011，100円 ワイド： 21，062，800円
3連複： 54，515，300円 3連単： 94，587，200円 計： 324，074，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 240円 � 110円 � 190円 枠 連（1－2） 550円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 2，250円

ワ イ ド �� 360円 �� 970円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 13，950円

票 数

単勝票数 計 212278 的中 � 13309（5番人気）
複勝票数 計 524523 的中 � 30688（5番人気）� 284457（1番人気）� 45436（3番人気）
枠連票数 計 99640 的中 （1－2） 13541（2番人気）
馬連票数 計 402539 的中 �� 41349（2番人気）
馬単票数 計 300111 的中 �� 9855（7番人気）
ワイド票数 計 210628 的中 �� 15169（4番人気）�� 4788（10番人気）�� 16932（2番人気）
3連複票数 計 545153 的中 ��� 23582（5番人気）
3連単票数 計 945872 的中 ��� 5007（32番人気）

ハロンタイム 13．3―12．6―13．7―13．9―13．3―12．8―12．8―12．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．9―39．6―53．5―1：06．8―1：19．6―1：32．4―1：45．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サ ウ ス ゴ ビ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 マジックマイルズ デビュー 2013．12．15 中山6着

2011．3．30生 牡3栗 母 モエレメルシー 母母 ブライトサンディー 2戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 シュタインベルガー号・デイライト号・ドラムメジャー号
※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６日



00063 1月18日 晴 良 （26中山1）第6日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時55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

11 マ リ カ 牝3栗 54 江田 照男�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 468＋ 21：13．2 12．5�
611 サンタレジーナ 牝3栗 54 北村 宏司吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：13．52 7．6�
12 ヒ ラ リ ア ス 牝3鹿 54 田辺 裕信岡田 牧雄氏 木村 哲也 新ひだか 本桐牧場 458＋ 21：13．81� 5．0�
815 ヒメスズラン 牝3栗 54 石橋 脩岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 492＋ 6 〃 アタマ 2．6�
714 クツワホームラン 牝3栗 54 大野 拓弥芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 野坂牧場 456＋ 21：14．01� 17．9�
23 マダムアグライア 牝3鹿 54 横山 典弘髙樽さゆり氏 新開 幸一 日高 浦新 徳司 474－ 61：14．1� 13．1	
24 サンメンフィス 牝3栗 54 上野 翔坂田 行夫氏 清水 英克 浦河 永田 克之 438－ 21：14．2� 20．7

612 サイプリペディウム 牝3芦 54 武士沢友治�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 424＋ 81：14．3クビ 155．8�
48 キレイナオヒメサマ 牝3栗 54 三浦 皇成國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 456－ 6 〃 クビ 13．0�
35 ビ オ レ ン ト 牝3栗 54 宮崎 北斗細谷 典幸氏 金成 貴史 日高 木村牧場 468－16 〃 ハナ 220．7
713 ラ ラ ラ 牝3鹿 54

51 ▲花田 大昂�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 456＋121：14．83 205．6�
47 ブラックソヴリン 牝3芦 54 内田 博幸平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 454＋ 21：14．9� 8．2�
36 ピンクドラゴン 牝3栗 54 G．ブノワ 玉腰 勇吉氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 466＋121：15．0� 82．5�

（仏）

816 マイネジュラメント 牝3鹿 54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 新ひだか 嶋田牧場 466± 0 〃 ハナ 25．2�

510 ト ラ ヒ メ 牝3芦 54 柴田 大知桐谷 茂氏 蛯名 利弘 日高 前川 義則 406± 01：15．95 179．3�
59 プロテッツィオーネ 牝3鹿 54 森 泰斗加藤 徹氏 成島 英春 日高 広富牧場 406－ 21：16．11� 367．2�

（船橋）

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，148，600円 複勝： 35，500，900円 枠連： 13，682，800円
馬連： 45，862，000円 馬単： 27，643，300円 ワイド： 20，923，600円
3連複： 57，471，600円 3連単： 85，940，800円 計： 306，173，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，250円 複 勝 � 350円 � 270円 � 200円 枠 連（1－6） 1，350円

馬 連 �� 4，700円 馬 単 �� 10，500円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 760円 �� 870円

3 連 複 ��� 7，580円 3 連 単 ��� 55，690円

票 数

単勝票数 計 191486 的中 � 12111（5番人気）
複勝票数 計 355009 的中 � 24214（6番人気）� 33414（4番人気）� 55901（2番人気）
枠連票数 計 136828 的中 （1－6） 7509（7番人気）
馬連票数 計 458620 的中 �� 7207（19番人気）
馬単票数 計 276433 的中 �� 1944（41番人気）
ワイド票数 計 209236 的中 �� 3619（19番人気）�� 6961（6番人気）�� 5989（10番人気）
3連複票数 計 574716 的中 ��� 5599（27番人気）
3連単票数 計 859408 的中 ��� 1139（198番人気）

ハロンタイム 11．8―10．9―11．8―12．6―12．8―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．7―34．5―47．1―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マ リ カ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 マ イ ニ ン グ デビュー 2013．12．14 中山4着

2011．3．21生 牝3栗 母 ウィンワーシップ 母母 カチウマキャシー 2戦1勝 賞金 6，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 プレール号・ボデギータ号・リネンフクウン号
（非抽選馬） 2頭 アクアベール号・マイカイ号
※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。

00064 1月18日 晴 良 （26中山1）第6日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時25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

11 ロワジャルダン 牡3鹿 56 蛯名 正義 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 496 ―1：58．1 3．4�
35 サトノアルバトロス 牡3黒鹿56 三浦 皇成里見 治氏 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 490 ―1：58．31� 3．8�
816 スタースパーダ 牡3栗 56 松岡 正海村上 憲政氏 伊藤 伸一 新ひだか マークリ牧場 466 ―1：59．68 138．4�
23 キープシャイニング 牡3鹿 56 大野 拓弥 �サンデーレーシング 高木 登 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496 ―2：00．13 12．9�
47 ダイワバロニス 牝3青鹿54 北村 宏司大城 敬三氏 田中 清隆 安平 ノーザンファーム 482 ―2：00．31� 5．5�
510 クオーターマスター 牡3芦 56 F．ベリー �サンデーレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 524 ― 〃 ハナ 8．4	

（愛）

611 グラサンギャル 牝3鹿 54 江田 照男 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 タバタファーム 450 ―2：00．4� 32．3

48 ジョイフルハニー 牝3鹿 54 田辺 裕信髙野 葉子氏 小西 一男 新冠 中央牧場 462 ―2：01．03� 10．8�
714 ショウナンマンボ 牡3鹿 56 柴田 善臣国本 哲秀氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 450 ―2：01．2� 11．0�
713 ボンドマティーニ 牡3鹿 56 吉田 豊芹澤 精一氏 相沢 郁 新冠 若林牧場 476 ―2：01．94 211．0
36 テイケイジュエル 牝3栗 54 丸田 恭介兼松 忠男氏 鈴木 伸尋 新冠 坂元 芳春 466 ―2：02．53� 28．2�
612 スーパースパーク 牝3青鹿54 柴田 大知杉山 忠国氏 伊藤 大士 新ひだか 明治牧場 476 ―2：02．6� 106．5�
815 ベルウッドマカルー 牡3鹿 56 石橋 脩鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 田中 春美 504 ― 〃 クビ 73．4�
59 カシマブレイン 牡3鹿 56 戸崎 圭太松浦 一久氏 畠山 重則 浦河 信成牧場 500 ―2：03．66 40．2�
24 メルヘンハート 牝3鹿 54

51 ▲花田 大昂堀口 晴男氏 和田 雄二 新ひだか 有限会社石川牧場 430 ―2：03．7� 182．4�
12 カーリーズタイム 牝3鹿 54 武士沢友治井上 修一氏 浅野洋一郎 新ひだか 元茂牧場 440 ―2：04．23 122．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，554，900円 複勝： 26，994，600円 枠連： 11，421，200円
馬連： 38，209，500円 馬単： 25，135，300円 ワイド： 16，636，100円
3連複： 46，288，100円 3連単： 71，953，700円 計： 255，193，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 170円 � 140円 � 2，150円 枠 連（1－3） 650円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 350円 �� 5，750円 �� 4，660円

3 連 複 ��� 26，470円 3 連 単 ��� 112，750円

票 数

単勝票数 計 185549 的中 � 43752（1番人気）
複勝票数 計 269946 的中 � 45345（2番人気）� 69588（1番人気）� 2033（15番人気）
枠連票数 計 114212 的中 （1－3） 12975（2番人気）
馬連票数 計 382095 的中 �� 41329（1番人気）
馬単票数 計 251353 的中 �� 13015（1番人気）
ワイド票数 計 166361 的中 �� 13805（1番人気）�� 655（53番人気）�� 812（43番人気）
3連複票数 計 462881 的中 ��� 1291（76番人気）
3連単票数 計 719537 的中 ��� 471（314番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―25．4―39．9―54．8―1：07．9―1：20．9―1：33．5―1：45．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．2
1
3
1（5，16）（6，10）8－（12，11）13，15－7，14－（3，4）－9＝2・（1，5，16，8）13（6，10，11，3，14）－（12，15）－7＝9，4＝2

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

勝馬の
紹 介

ロワジャルダン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2011．3．24生 牡3鹿 母 アグネスショコラ 母母 スキーパラダイス 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カーリーズタイム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年2月18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18頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）18頭 アマルゴ号・アントファガスタ号・エンリルバローズ号・キネオレジェンド号・グッドマッチ号・コージャラティ号・

スカイダイヴァー号・デルマジャイアン号・トーセンパシュート号・ビビッドレッド号・ブラウンサターン号・
プレジールシチー号・メジャーシップ号・モナルダ号・ラリホー号・レアメイキング号・レンブラント号・
ワイルドダラー号

※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。



00065 1月18日 晴 良 （26中山1）第6日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時15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
1：58．0
1：56．1

良
良

714 マイネルヴェルト 牡3芦 56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 462＋ 22：03．6 2．8�

612 モンドクラッセ 牡3鹿 56 柴田 善臣�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 B512－ 4 〃 クビ 9．2�
11 ストーミング 牡3栗 56 田中 勝春栗坂 崇氏 新開 幸一 浦河 中神牧場 472＋ 22：03．81� 13．0�
815 コズミックライト 牡3栗 56 田辺 裕信 �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 480－ 22：03．9� 4．4�
48 	 レディシャングリラ 牝3芦 54 内田 博幸 Him Rock Racing 上原 博之 愛 Mr N.

Tsurumi 500－ 4 〃 アタマ 15．0	
713 コスモヘルム 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 浦河 笹島 政信 454＋ 82：04．11 130．3

510 アンリキャトル 牡3黒鹿56 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 474＋122：04．31� 6．7�
36 パイストロピカル 牝3鹿 54 津村 明秀�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 440＋ 8 〃 クビ 32．7�
35 キネオハンター 
3黒鹿56 後藤 浩輝吉田 千津氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 494＋ 22：04．51 27．0
12 フェスティヴシー 牡3栗 56

53 ▲原田 和真臼井義太郎氏 天間 昭一 新冠 細川農場 448＋ 6 〃 ハナ 334．2�
816 カフェテキーラ 牡3芦 56 F．ベリー 西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 564＋ 82：04．71� 23．9�

（愛）

24 ポッドコンジュ 牝3栗 54 戸崎 圭太小川眞査雄氏 斎藤 誠 洞�湖 レイクヴィラファーム 428－ 42：04．91� 10．2�
59 コスモカナメ 牝3鹿 54 G．ブノワ �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム 418＋ 22：05．85 46．6�

（仏）

47 クラウンイヴ 牝3青 54 蛯名 正義�クラウン 矢野 英一 日高 クラウン日高牧場 436＋ 62：06．12 58．6�
23 タケデンカイザー 牡3芦 56 嘉藤 貴行武市 弘氏 高橋 義博 浦河 安藤牧場 504＋ 62：06．73� 240．2�
611 ホウショウマスター 牡3芦 56

55 ☆横山 和生芳賀 吉孝氏 藤原 辰雄 日高 新井 昭二 444＋ 82：07．97 291．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，459，200円 複勝： 47，284，100円 枠連： 13，715，200円
馬連： 52，938，600円 馬単： 33，466，300円 ワイド： 26，647，400円
3連複： 69，586，600円 3連単： 111，591，100円 計： 376，688，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 240円 � 320円 枠 連（6－7） 1，030円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 480円 �� 570円 �� 2，710円

3 連 複 ��� 5，610円 3 連 単 ��� 20，940円

票 数

単勝票数 計 214592 的中 � 62356（1番人気）
複勝票数 計 472841 的中 � 153510（1番人気）� 42776（4番人気）� 28368（6番人気）
枠連票数 計 137152 的中 （6－7） 9889（3番人気）
馬連票数 計 529386 的中 �� 35486（4番人気）
馬単票数 計 334663 的中 �� 13160（5番人気）
ワイド票数 計 266474 的中 �� 14513（4番人気）�� 11824（5番人気）�� 2222（31番人気）
3連複票数 計 695866 的中 ��� 9167（16番人気）
3連単票数 計1115911 的中 ��� 3933（55番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．2―37．7―50．1―1：03．3―1：16．1―1：28．1―1：39．4―1：51．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．5―3F35．5
1
3

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

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

マイネルヴェルト �
�
父 コンデュイット �

�
母父 Linamix デビュー 2013．7．14 福島4着

2011．4．2生 牡3芦 母 マ ン バ ラ 母母 Do the Mambo 6戦1勝 賞金 12，700，000円
※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。
（非抽選馬） 3頭 ショウナンサバンナ号・ファイントライ号・ロンギングケイシー号
※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。

00066 1月18日 晴 良 （26中山1）第6日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走12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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

47 オリオンザプラズマ 牡4栗 56 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 有限会社石川牧場 468－ 61：12．0 10．2�
23 セトノブロッサム 牝4黒鹿54 吉田 豊難波 澄子氏 田島 俊明 日高 滝本 健二 490－ 81：12．31� 11．2�
713 アイネクライネ 牝4芦 54 江田 照男田島榮二郎氏 矢野 英一 浦河 有限会社

松田牧場 464＋ 4 〃 クビ 22．5�
59 � スズカアーサー 牡5鹿 57 丸田 恭介永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B484＋101：12．4クビ 86．9�
12 ケンブリッジサン 牡4鹿 56 森 泰斗中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 484＋ 21：12．61� 4．8�
（船橋）

48 ロマネクイーン 牝4鹿 54 武士沢友治村田 哲朗氏 蛯名 利弘 新ひだか 上野 正恵 B472＋ 2 〃 ハナ 19．4�
36 バーニングハート 牝4鹿 54 津村 明秀吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 444± 01：12．7クビ 4．6	
815 バ ル ザ ッ ク 牡4鹿 56 大野 拓弥諸江 幸祐氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 438± 0 〃 アタマ 111．5

612� モルフェメアリー 牝4鹿 54

51 ▲原田 和真並河賢一郎氏 大江原 哲 新ひだか 坂本 智広 450＋ 2 〃 ハナ 414．1�
816 ファンアットコート 牝4鹿 54 二本柳 壮�ミルファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 488＋ 21：12．8� 179．2
11 キネオリリー 牝4栗 54 後藤 浩輝吉田 千津氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 514＋ 21：12．9クビ 22．4�
510 ガッダムアスカ 牝5芦 55 石橋 脩神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 454－ 41：13．0� 5．1�
611� ア ウ ル ム 	5栗 57

56 ☆横山 和生小河 一�氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 506－ 21：13．1クビ 229．0�
714 ト ド ロ ッ ク 牡4鹿 56 F．ベリー 山岸 桂市氏 奥平 雅士 新冠 川島牧場 B496＋ 6 〃 ハナ 24．3�

（愛）

24 トウショウブーム 牡5鹿 57 横山 典弘トウショウ産業� 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 530＋201：13．31
 4．3�
35 � グリーティングワン 牡4黒鹿 56

53 ▲花田 大昂井上 久光氏 柴田 政人 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B418－101：13．93� 271．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，323，100円 複勝： 45，405，000円 枠連： 17，919，200円
馬連： 61，034，500円 馬単： 34，467，400円 ワイド： 27，492，300円
3連複： 76，166，900円 3連単： 116，837，800円 計： 405，646，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 330円 � 360円 � 420円 枠 連（2－4） 1，060円

馬 連 �� 4，660円 馬 単 �� 9，420円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 2，080円 �� 2，190円

3 連 複 ��� 18，610円 3 連 単 ��� 114，820円

票 数

単勝票数 計 263231 的中 � 20479（5番人気）
複勝票数 計 454050 的中 � 38142（5番人気）� 34074（6番人気）� 27575（7番人気）
枠連票数 計 179192 的中 （2－4） 12545（6番人気）
馬連票数 計 610345 的中 �� 9677（20番人気）
馬単票数 計 344674 的中 �� 2702（38番人気）
ワイド票数 計 274923 的中 �� 4903（18番人気）�� 3234（30番人気）�� 3077（33番人気）
3連複票数 計 761669 的中 ��� 3021（73番人気）
3連単票数 計1168378 的中 ��� 751（400番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．1―12．0―12．6―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―33．9―45．9―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オリオンザプラズマ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2012．8．26 新潟14着

2010．2．23生 牡4栗 母 ミスフェリチタ 母母 ス リ ー エ フ 15戦2勝 賞金 18，720，000円
※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。



00067 1月18日 晴 良 （26中山1）第6日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

59 ヴィルトグラーフ �4鹿 56 木幡 初広有限会社シルク牧 光二 平取（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 518± 01：55．5 3．6�

58 � ウェルウィッチア 牡5鹿 57 後藤 浩輝塩川 和則氏 高木 登 浦河 山勝牧場 B482＋ 21：55．6� 4．6�
34 ジャーラベンナ 牡4栗 56 三浦 皇成本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 斉藤スタッド 496－ 41：55．81 19．4�
713 ナスノニシキ 牡4栗 56 F．ベリー �須野牧場 尾関 知人 新ひだか タイヘイ牧場 482＋121：56．12 10．5�

（愛）

47 マイネルパイレーツ 牡4栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 524± 01：56．31	 48．9	

712 リライブナカヤマ 牡4鹿 56 田辺 裕信
中山牧場 上原 博之 浦河 中山牧場 B460± 0 〃 クビ 16．3�
23 モンプレジール 牡4鹿 56 北村 宏司平田 修氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 458＋ 2 〃 アタマ 5．2�
46 � シゲルリョウケンザ 牡4青鹿56 江田 照男森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 千葉飯田牧場 466－ 41：56．4クビ 79．4
814 アルファメール 牡4栗 56 吉原 寛人 H.H．シェイク・ハムダン 小島 太 新ひだか カントリー牧場 500－ 21：56．72 12．3�

（川崎）

611� ホクレアポパイ �5黒鹿57 吉田 豊萱場 博史氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 428－ 21：57．12� 28．4�
11 デルマカマイタチ 牡4黒鹿56 大野 拓弥浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム B502－ 41：57．2� 167．3�
22 ミライヘノカゼ 牡5鹿 57 丸田 恭介三島 宣彦氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 B478－ 21：57．41� 11．2�
35 リ ヴ ァ ロ 牝4鹿 54 宮崎 北斗四本 昭弘氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 464＋141：57．5
 16．1�
815 リネンタキシード 牡7青鹿57 森 泰斗戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 B548＋141：58．35 173．6�

（船橋）

610� レッドレガーロ 牡4鹿 56 G．ブノワ �東京ホースレーシング 黒岩 陽一 新ひだか 矢野牧場 542－ 11：58．62 20．7�
（仏）

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，728，200円 複勝： 41，205，200円 枠連： 21，424，000円
馬連： 58，738，600円 馬単： 33，644，800円 ワイド： 30，154，900円
3連複： 76，838，900円 3連単： 112，343，000円 計： 399，077，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 170円 � 520円 枠 連（5－5） 740円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，480円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 5，650円 3 連 単 ��� 22，360円

票 数

単勝票数 計 247282 的中 � 55387（1番人気）
複勝票数 計 412052 的中 � 77264（1番人気）� 71169（2番人気）� 15438（9番人気）
枠連票数 計 214240 的中 （5－5） 21636（3番人気）
馬連票数 計 587386 的中 �� 62354（1番人気）
馬単票数 計 336448 的中 �� 18678（1番人気）
ワイド票数 計 301549 的中 �� 30130（1番人気）�� 4588（21番人気）�� 6267（12番人気）
3連複票数 計 768389 的中 ��� 10045（16番人気）
3連単票数 計1123430 的中 ��� 3708（48番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．9―37．8―51．3―1：04．7―1：17．1―1：29．5―1：42．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴィルトグラーフ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．3．3 中山4着

2010．3．21生 �4鹿 母 メジロヴィーナス 母母 メジロディッシュ 12戦2勝 賞金 17，890，000円
※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。

00068 1月18日 晴 良 （26中山1）第6日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

11 タ サ ジ ャ ラ 牡4鹿 56 内田 博幸 K.C．タン氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム B534＋261：11．8 5．3�
815 タンブルブルータス 牡5鹿 57 三浦 皇成ポリッシュホースメイト和田 正道 新冠 樋渡 信義 498－ 4 〃 クビ 10．4�
24 シークレットアーム 牡5鹿 57 大野 拓弥�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 522－ 4 〃 アタマ 16．0�
47 カワキタシャウト 牡4鹿 56 横山 典弘川島 吉男氏 武市 康男 新冠 ラツキー牧場 492＋ 21：12．11� 18．3�
612 ヴェンセール 牡4鹿 56 吉原 寛人桐谷 茂氏 堀井 雅広 日高 田端牧場 468± 01：12．52� 18．4�

（川崎）

713 クリノトルネード 牡6栗 57 戸崎 圭太栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 庫宝牧場 B492＋101：12．71� 13．1	
611� ロクイチスマイル 牝5芦 55 G．ブノワ 栗本 博晴氏 星野 忍 新冠 川上 悦夫 500＋ 61：12．8クビ 80．1


（仏）

510 ノボサイボーグ 牡4栗 56 F．ベリー �LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 474± 0 〃 クビ 2．5�
（愛）

816 トウカイチャーム 牡6栗 57 蛯名 正義内村 正則氏 栗田 博憲 平取 二風谷ファーム 474± 01：13．22� 5．8
35 ウエスタンソーレ 牡4芦 56 田中 勝春西川 賢氏 尾形 充弘 新ひだか ウエスタンファーム 492－ 61：13．3� 12．6�
48 ユ ウ ヅ キ 牝4鹿 54 丸田 恭介�テシオ 小笠 倫弘 日高 モリナガファーム 454＋ 41：13．4クビ 45．3�
59 トシスプリング 牝4芦 54 柴田 善臣上村 叶氏 蛯名 利弘 浦河 浦河小林牧場 416－ 81：13．82� 104．2�
12 � リネンヴィヴィッド 牡5鹿 57 森 泰斗戸山 光男氏 南田美知雄 日高 広富牧場 514＋ 81：14．01	 154．3�

（船橋）

36 ヒアルロンサン 牝4鹿 54 柴田 大知�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 小池 博幸 B460＋121：14．1クビ 291．5�
714 アラビアンマジック 牡5鹿 57 松岡 正海吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新冠 つつみ牧場 486＋ 41：15．27 47．0�
23 アラマサウイン 牝4黒鹿54 津村 明秀�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 472－ 81：15．41� 521．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，994，500円 複勝： 56，179，900円 枠連： 22，378，500円
馬連： 76，705，700円 馬単： 45，949，300円 ワイド： 36，595，500円
3連複： 91，601，000円 3連単： 149，022，000円 計： 510，426，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 240円 � 270円 � 340円 枠 連（1－8） 960円

馬 連 �� 2，440円 馬 単 �� 3，850円

ワ イ ド �� 890円 �� 1，070円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 9，150円 3 連 単 ��� 48，010円

票 数

単勝票数 計 319945 的中 � 47871（2番人気）
複勝票数 計 561799 的中 � 67206（2番人気）� 56757（4番人気）� 41347（5番人気）
枠連票数 計 223785 的中 （1－8） 17214（3番人気）
馬連票数 計 767057 的中 �� 23280（11番人気）
馬単票数 計 459493 的中 �� 8808（13番人気）
ワイド票数 計 365955 的中 �� 10396（9番人気）�� 8450（12番人気）�� 5977（19番人気）
3連複票数 計 916010 的中 ��� 7394（29番人気）
3連単票数 計1490220 的中 ��� 2291（142番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．5―12．1―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．2―46．3―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タ サ ジ ャ ラ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 Forestry デビュー 2012．9．30 中山10着

2010．2．25生 牡4鹿 母 イータカリーナ 母母 リトルアロー 12戦2勝 賞金 21，400，000円
〔発走状況〕 リネンヴィヴィッド号は，枠入り不良。発走時刻1分遅延。
〔調教再審査〕 リネンヴィヴィッド号は，発走調教再審査。
※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。



00069 1月18日 晴 良 （26中山1）第6日 第9競走 ��1，600�
な はな

菜 の 花 賞
発走14時25分 （芝・右・外）

牝，3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 9，800，000円 3，900，000円 2，500，000円 1，500，000円 980，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

58 カウニスクッカ 牝3鹿 54 田辺 裕信大谷 正嗣氏 尾形 和幸 日高 オリオンファーム 458－ 21：36．0 13．8�
813 シニョリーナ 牝3青鹿54 江田 照男髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 小島牧場 B462＋ 61：36．53 87．7�
45 ペイシャフェリス 牝3鹿 54 内田 博幸北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 438＋ 8 〃 ハナ 8．6�
34 ツクバアスナロ 牝3鹿 54 横山 典弘荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 洞�湖 レイクヴィラファーム 468＋161：36．6� 11．3�
11 ラ グ タ イ ム 牝3鹿 54 田中 勝春小田 吉男氏 森 秀行 えりも エクセルマネジメント 418－141：36．81� 27．5�
33 タカラジャンヌ 牝3鹿 54 三浦 皇成村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 416＋ 8 〃 クビ 40．5�
57 ニシノミチシルベ 牝3鹿 54 松岡 正海西山 茂行氏 手塚 貴久 新冠 川上牧場 472＋121：36．9クビ 2．2	
69 ムードスウィングス 牝3黒鹿54 戸崎 圭太 
サンデーレーシング 斎藤 誠 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－ 2 〃 クビ 5．4�
610� レインボーラヴラヴ 牝3青鹿54 吉原 寛人飯田総一郎氏 石井 勝男 日高 千葉飯田牧場 442－ 6 〃 アタマ 240．0�

（船橋） （川崎）

46 イマスグキスミー 牝3黒鹿54 蛯名 正義ビリオンスター矢野 英一 千歳 社台ファーム 460＋ 21：37．0� 5．4�
711 ダイワラスター 牝3黒鹿54 後藤 浩輝大城 敬三氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 406－ 8 〃 ハナ 35．2�
22 リヴァートウショウ 牝3鹿 54 吉田 豊トウショウ産業 大久保洋吉 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 482 ―1：37．31	 85．5�
814 レッドルシアン 牝3栗 54 柴田 善臣 東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 428± 01：37．72� 37．8�
712� アッリヴァーレ 牝3栗 54 森 泰斗
ターフ・スポート栗林 信文 浦河 笹地牧場 438－101：37．9	 165．9�

（川崎） （船橋）

（14頭）

売 得 金
単勝： 44，462，100円 複勝： 77，044，900円 枠連： 25，806，000円
馬連： 111，701，000円 馬単： 62，294，200円 ワイド： 45，209，000円
3連複： 125，809，500円 3連単： 240，415，800円 計： 732，742，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，380円 複 勝 � 420円 � 1，390円 � 280円 枠 連（5－8） 2，240円

馬 連 �� 36，370円 馬 単 �� 68，620円

ワ イ ド �� 6，490円 �� 1，430円 �� 6，040円

3 連 複 ��� 83，650円 3 連 単 ��� 667，020円

票 数

単勝票数 計 444621 的中 � 25434（6番人気）
複勝票数 計 770449 的中 � 49199（6番人気）� 12712（11番人気）� 82119（4番人気）
枠連票数 計 258060 的中 （5－8） 8519（9番人気）
馬連票数 計1117010 的中 �� 2267（54番人気）
馬単票数 計 622942 的中 �� 670（102番人気）
ワイド票数 計 452090 的中 �� 1691（53番人気）�� 8037（16番人気）�� 1819（50番人気）
3連複票数 計1258095 的中 ��� 1110（147番人気）
3連単票数 計2404158 的中 ��� 266（915番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―11．9―12．1―12．4―12．1―11．5―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．5―36．4―48．5―1：00．9―1：13．0―1：24．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

カウニスクッカ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Monarchos デビュー 2013．9．7 阪神6着

2011．3．29生 牝3鹿 母 マネーペニー 母母 My White Corvette 4戦2勝 賞金 15，122，000円
※リヴァートウショウ号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

00070 1月18日 晴 良 （26中山1）第6日 第10競走 ��
��1，200�

はつはる

初春ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000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
1：08．7
1：08．7

重
重

36 � サクラインザスカイ 牡5栗 57 後藤 浩輝�さくらコマース牧 光二 新ひだか 山田牧場 486＋ 81：11．0 7．0�
11 カフェシュプリーム 牡5鹿 57 柴田 善臣西川 光一氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 526＋121：11．1	 6．1�
815 アメージングタクト 牡4鹿 56 大野 拓弥 �サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448－ 4 〃 アタマ 15．5�
24 サウスビクトル 牡5黒鹿57 北村 宏司南波 壽氏 久保田貴士 新ひだか 猪野毛牧場 472＋ 61：11．31
 4．6�
816 レ ギ ス 牡4栗 56 丸田 恭介杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 468＋ 4 〃 クビ 3．8	
59 � ク ロ タ カ 牝5黒鹿55 松岡 正海�槇本牧場 手塚 貴久 日高 槇本牧場 490± 01：11．51 9．4

48 ローブドヴルール 牝8鹿 55 柴田 大知�ミルファーム 斎藤 誠 日高 小西ファーム 504－ 2 〃 クビ 9．6�
714 キクノフレヴァン 牡8鹿 57 吉原 寛人菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 482－ 4 〃 ハナ 81．6�

（川崎）

12 レッドヴァンクール �8鹿 57 G．ブノワ �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 526± 0 〃 アタマ 24．4
（仏）

612 トーホウプリンセス 牝7栗 55 嘉藤 貴行東豊物産� 田中 清隆 浦河 有限会社
吉田ファーム 512－ 21：11．6クビ 86．8�

23 エステーラブ 牝7青鹿55 蛯名 正義齋藤 宏明氏 萱野 浩二 新冠 平山牧場 458＋ 2 〃 クビ 23．6�
35 ディアセルヴィス 牡4鹿 56 吉田 豊ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 476＋ 81：11．7	 65．9�
510 ト レ ボ ー ネ �6鹿 57 森 泰斗田上 雅春氏 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 458＋ 41：11．91 184．0�

（船橋）

47 ノボレインボー 牝8芦 55 横山 和生�LS.M 天間 昭一 日高 高橋牧場 516－ 61：12．64 171．0�
611 グローリールピナス 牝8栃栗55 原田 和真大久保典義氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 490± 01：12．7� 466．5�
713 ジャーエスペランサ 牡5鹿 57 田辺 裕信本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 498＋ 61：12．91� 17．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，382，400円 複勝： 86，887，200円 枠連： 35，799，900円
馬連： 152，509，400円 馬単： 74，244，800円 ワイド： 60，471，000円
3連複： 186，938，300円 3連単： 298，417，500円 計： 937，650，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 270円 � 240円 � 510円 枠 連（1－3） 1，470円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 3，800円

ワ イ ド �� 750円 �� 1，920円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 11，210円 3 連 単 ��� 53，460円

票 数

単勝票数 計 423824 的中 � 47742（4番人気）
複勝票数 計 868872 的中 � 88946（4番人気）� 108043（3番人気）� 39492（7番人気）
枠連票数 計 357999 的中 （1－3） 18040（7番人気）
馬連票数 計1525094 的中 �� 62156（8番人気）
馬単票数 計 742448 的中 �� 14433（16番人気）
ワイド票数 計 604710 的中 �� 20756（8番人気）�� 7592（23番人気）�� 8798（21番人気）
3連複票数 計1869383 的中 ��� 12310（41番人気）
3連単票数 計2984175 的中 ��� 4120（178番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．2―11．9―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．9―45．8―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サクラインザスカイ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ダンスインザダーク

2009．5．7生 牡5栗 母 サクラヴィッキー 母母 サクラヴィクトリア 17戦4勝 賞金 60，191，000円
地方デビュー 2011．7．20 門別

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 タイセイマスタング号
※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。



00071 1月18日 晴 良 （26中山1）第6日 第11競走 ��
��1，600�ニューイヤーステークス

発走15時35分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，日本馬：4歳54�5歳以上55�，牝馬2�減，収得賞金1，000万
円超過馬は超過額1，100万円毎1�増，�：4歳54�5歳以上55�，牝馬2�減，GⅠ競
走1着馬6�増，GⅡ競走1着馬4�増，GⅢ競走1着馬2�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000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

612 レッドアリオン 牡4鹿 54 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント 482－ 21：33．4 2．4�
11 セイルラージ 牡7鹿 56 北村 宏司 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 61：33．72 8．6�
714 ル ナ 牡5芦 56 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 田中スタッド 482＋12 〃 ハナ 25．4�
48 タイキパーシヴァル 牡6栗 56 石橋 脩�大樹ファーム 藤岡 健一 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 516＋ 6 〃 クビ 15．1�
24 コスモソーンパーク 牡6青鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 492＋101：33．8	 9．8	
510 キングレオポルド 牡7鹿 56 戸崎 圭太里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 526＋121：33．9クビ 16．1

35 レオアクティブ 牡5栗 56 横山 典弘�レオ 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 460± 01：34．0	 7．7�
23 
 セイウンジャガーズ 牡7黒鹿56 吉田 豊西山 茂行氏 杉浦 宏昭 愛 Lodge

Park Stud 474± 0 〃 ハナ 31．2�
47 
 チャーリーブレイヴ 牡4鹿 54 G．ブノワ 林 正道氏 尾関 知人 米 Mike

Abraham B500＋ 41：34．1クビ 50．6
（仏）

59 ティーハーフ 牡4栗 54 津村 明秀 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 452＋ 4 〃 ハナ 33．7�

816 ダノンプログラマー �8青鹿56 田中 勝春�ダノックス 千田 輝彦 追分 追分ファーム 464－ 41：34．2� 42．1�
713 ゴットフリート 牡4栗 54 田辺 裕信 �キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 476＋ 4 〃 ハナ 9．1�
36  エベレストオー 牡7鹿 56 柴田 善臣栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 中川牧場 B522＋ 21：34．3クビ 343．8�
12 スズジュピター 牡9黒鹿56 松岡 正海小紫惠美子氏 高橋 裕 早来 ノーザンファーム 474－14 〃 ハナ 342．6�
611 カ オ ス モ ス 牡4鹿 54 内田 博幸小田 吉男氏 森 秀行 新ひだか 沖田 忠幸 526＋16 〃 クビ 11．1�
815 エアラフォン 牡7栗 56 F．ベリー �ラッキーフィールド池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：34．61	 76．8�

（愛）

（16頭）

売 得 金
単勝： 76，504，700円 複勝： 124，912，600円 枠連： 69，226，300円
馬連： 306，134，600円 馬単： 143，773，800円 ワイド： 106，164，800円
3連複： 402，211，200円 3連単： 684，882，500円 計： 1，913，810，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 150円 � 270円 � 590円 枠 連（1－6） 1，080円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 1，920円

ワ イ ド �� 600円 �� 1，460円 �� 4，210円

3 連 複 ��� 14，830円 3 連 単 ��� 55，230円

票 数

単勝票数 計 765047 的中 � 256819（1番人気）
複勝票数 計1249126 的中 � 310547（1番人気）� 114170（4番人気）� 41888（10番人気）
枠連票数 計 692263 的中 （1－6） 47549（5番人気）
馬連票数 計3061346 的中 �� 177102（3番人気）
馬単票数 計1437738 的中 �� 55351（3番人気）
ワイド票数 計1061648 的中 �� 46457（4番人気）�� 17637（16番人気）�� 5899（54番人気）
3連複票数 計4022112 的中 ��� 20023（52番人気）
3連単票数 計6848825 的中 ��� 9152（160番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―34．9―46．4―58．0―1：09．7―1：21．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F35．4

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

勝馬の
紹 介

レッドアリオン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2012．9．17 阪神2着

2010．2．28生 牡4鹿 母 エリモピクシー 母母 エリモシユーテング 15戦3勝 賞金 99，002，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の16頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）16頭 イケドラゴン号・エーシンゴールド号・クラシカルノヴァ号・コスモセンサー号・サトノタイガー号・

シャイニープリンス号・ゼロス号・トキノエクセレント号・ニシノメイゲツ号・ボレアス号・ミッドサマーフェア号・
ムクドク号・メイケイペガスター号・モグモグパクパク号・ラインブラッド号・レジェトウショウ号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

00072 1月18日 晴 良 （26中山1）第6日 第12競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （芝・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 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：44．1

良
良

69 フィロパトール 牝5鹿 55 石橋 脩高橋 一恵氏 武藤 善則 浦河 大島牧場 466± 01：48．6 8．6�
22 モンストール 牡5鹿 57 柴田 善臣前田 幸治氏 尾関 知人 浦河 村下農場 486＋ 61：48．91� 2．3�
11 ブルーバレット 牝4黒鹿 54

53 ☆横山 和生泉 俊二氏 伊藤 圭三 厚真 大川牧場 458－ 21：49．0� 53．8�
57 コスモバルバラ 牝5黒鹿55 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 448＋ 21：49．21	 13．3�
68 シャドウライフ 牝5黒鹿55 田辺 裕信飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 454＋ 2 〃 アタマ 13．4�
711 ヤ ヤ ラ ー ラ 牝5鹿 55 内田 博幸星野 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 446＋101：49．3	 28．5	
44 
 エレガンテココ 牝6青 55 江田 照男岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 城地 清満 436－ 4 〃 ハナ 64．1

33 
 ダブルオーセブン 牡6黒鹿57 木幡 初広久保 佳和氏 古賀 史生 日高 新生ファーム 502＋ 61：49．4	 38．1�
56 コスモバタフライ 牝6黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 小河 豊水 486－ 21：49．71� 6．7�
45 ストラスペイ 牝5鹿 55 横山 典弘 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 488－ 21：49．91	 4．5
813 アースガルド 牡7鹿 57 F．ベリー �キャロットファーム 勢司 和浩 むかわ 市川牧場 494＋181：50．0クビ 23．9�

（愛）

812 インダクティ 牝6黒鹿55 丸田 恭介 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 416＋161：50．21	 56．1�
710 バ シ レ ウ ス 牡7鹿 57 蛯名 正義広尾レース� 国枝 栄 新ひだか 有限会社石川牧場 514＋26 〃 アタマ 29．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 43，522，800円 複勝： 69，099，900円 枠連： 34，063，800円
馬連： 116，966，600円 馬単： 65，626，200円 ワイド： 47，675，300円
3連複： 143，439，400円 3連単： 270，758，500円 計： 791，152，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 260円 � 140円 � 1，100円 枠 連（2－6） 580円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 2，970円

ワ イ ド �� 510円 �� 4，810円 �� 1，910円

3 連 複 ��� 16，570円 3 連 単 ��� 91，410円

票 数

単勝票数 計 435228 的中 � 39994（4番人気）
複勝票数 計 690999 的中 � 66047（4番人気）� 179028（1番人気）� 11563（13番人気）
枠連票数 計 340638 的中 （2－6） 43806（3番人気）
馬連票数 計1169666 的中 �� 90348（3番人気）
馬単票数 計 656262 的中 �� 16338（9番人気）
ワイド票数 計 476753 的中 �� 25237（4番人気）�� 2305（50番人気）�� 5948（24番人気）
3連複票数 計1434394 的中 ��� 6390（56番人気）
3連単票数 計2707585 的中 ��� 2186（276番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―25．0―36．7―49．0―1：00．8―1：12．7―1：24．4―1：36．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F35．9
1
3
1－9，11（4，7）2（6，10）（3，5）（12，13）8
1－9＝11（4，7）（2，10）（3，6）－5（8，13）12

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フィロパトール �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Wild Again デビュー 2011．8．6 新潟1着

2009．4．5生 牝5鹿 母 ワイルドリリー 母母 Crillon 20戦4勝 賞金 56，198，000円
［他本会外：1戦0勝］

※出走取消馬 アンレール号（疾病〔左前肢フレグモーネ〕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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ドラゴンライズ号
※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。



（26中山1）第6日 1月18日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 186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

204，540，000円
7，010，000円
1，450，000円
18，580，000円
70，504，500円
4，836，000円
1，785，600円

勝馬投票券売得金
392，008，400円
717，330，300円
285，840，500円
1，100，287，000円
604，816，200円
459，419，400円
1，383，368，900円
2，326，632，500円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，269，703，200円

総入場人員 15，784名 （有料入場人員 14，348名）
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