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00013 1月5日 晴 良 （27中山1）第2日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走9時50分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

24 モンサンビアンカ 牝3芦 54 横山 典弘山下 新一氏 菊沢 隆徳 新冠 秋田牧場 458＋141：12．1 7．5�
23 リンガスヴィグラス 牝3鹿 54 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 456－ 21：13．37 2．3�
612 ニシノバランス 牝3栗 54 田辺 裕信西山 茂行氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 460＋ 41：13．51� 3．3�
59 リターンエース 牡3栗 56 西田雄一郎西村新一郎氏 蛯名 利弘 新ひだか 田原橋本牧場 438± 01：13．92� 137．9�
11 エヴリホープ 牝3栗 54 戸崎 圭太�Basic 田村 康仁 新冠 佐藤 信広 432－ 21：14．0クビ 5．6�
35 レーヴシャルマン 牝3黒鹿54 三浦 皇成 �グリーンファーム小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 508＋ 8 〃 クビ 42．4	
36 ア ル テ エ ゴ 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太平本 敏夫氏 加藤 和宏 日高 サンシャイン
牧場 462－ 41：14．1� 27．5


713 シーユーアゲン 牡3鹿 56 岩部 純二浅川 皓司氏 萱野 浩二 洞�湖 レイクヴィラファーム 428＋ 81：14．2� 241．4�
714 カンタベリーキッズ 牝3鹿 54 二本柳 壮峰 哲馬氏 二本柳俊一 むかわ ヤマイチ牧場 406＋ 61：14．3� 13．8�
815 テ ス 牡3黒鹿 56

53 ▲長岡 禎仁桐谷 茂氏 星野 忍 新冠 堤 牧場 482＋ 21：14．83 213．5
48 マ タ ン ギ �3芦 56 内田 博幸�ミルファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 山際牧場 432＋ 8 〃 クビ 47．0�
12 ナンゴクオージ 牡3黒鹿56 武士沢友治平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 492＋ 61：14．9クビ 42．5�
510 エスティサヴィ 牝3栗 54 菅原 隆一 �エスティファーム 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 412－ 61：15．0� 237．6�
816 エンジェルネネ 牝3青鹿 54

51 ▲原田 和真森 保彦氏 小桧山 悟 新ひだか 田湯牧場 450＋ 61：15．1クビ 369．2�
611 ド ー テ 牝3鹿 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 菊川 正達 池田 小濱 正博 428± 01：15．42 102．6�
47 ジャイアントレーヌ 牝3栗 54 丸田 恭介�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B424－ 41：15．61	 212．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，999，900円 複勝： 26，760，700円 枠連： 10，828，200円
馬連： 43，807，300円 馬単： 24，720，900円 ワイド： 21，311，400円
3連複： 60，022，500円 3連単： 89，898，100円 計： 292，349，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 210円 � 110円 � 120円 枠 連（2－2） 900円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，840円

ワ イ ド �� 330円 �� 480円 �� 190円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 7，310円

票 数

単勝票数 計 149999 的中 � 15949（4番人気）
複勝票数 計 267607 的中 � 18285（5番人気）� 103883（1番人気）� 53910（2番人気）
枠連票数 計 108282 的中 （2－2） 9282（4番人気）
馬連票数 計 438073 的中 �� 39651（3番人気）
馬単票数 計 247209 的中 �� 10060（7番人気）
ワイド票数 計 213114 的中 �� 15596（3番人気）�� 9743（7番人気）�� 33401（1番人気）
3連複票数 計 600225 的中 ��� 53385（2番人気）
3連単票数 計 898981 的中 ��� 8906（18番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．7―12．4―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．6―47．0―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モンサンビアンカ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 エーピーダンサー デビュー 2014．8．23 札幌9着

2012．3．20生 牝3芦 母 エーピーサルート 母母 エーエージェント 4戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ポッドウェーブ号・リニア号
（非抽選馬） 7頭 アンワンワールド号・ダンガンコゾウ号・テイエムスサノオー号・ディスティンダリア号・トゥルースナイト号・

ネイチャーシュシュ号・ラッキーダン号

00014 1月5日 晴 良 （27中山1）第2日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時20分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

815 エグランティーナ 牝3黒鹿54 三浦 皇成村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 502＋ 41：57．5 3．2�
510 パルパルパピヨン 牝3鹿 54 田辺 裕信堀口 晴男氏 尾形 和幸 新ひだか 田中 裕之 472－ 21：58．13� 7．8�
611 スラリーアイス 牝3黒鹿54 武士沢友治川島 吉男氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 458＋ 61：58．2� 4．1�
714 ブ リ ア ン ナ 牝3鹿 54 蛯名 正義中辻 明氏 武井 亮 浦河 岡部牧場 474＋ 6 〃 ハナ 15．0�
35 ウエバフラッシュ 牝3栗 54 柴田 大知上羽 浩平氏 加藤 和宏 伊達 高橋農場 476＋ 61：58．73 18．9�
12 パンプルムース 牝3黒鹿54 松岡 正海落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 新冠橋本牧場 506± 0 〃 クビ 5．9�
36 イヌイジェニー 牝3黒鹿54 江田 照男井上 一郎氏 大江原 哲 様似 中脇 一幸 B468＋ 21：58．8クビ 25．7	
24 スノーグース 牝3芦 54 北村 宏司金子真人ホール

ディングス
 萩原 清 安平 ノーザンファーム 446＋ 41：59．86 6．5�
23 ガルフスター 牝3黒鹿54 黛 弘人岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 456－ 22：00．43� 123．5�
713 シャインワンハート 牝3芦 54 横山 和生皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 454－ 22：00．5� 339．2
59 ナ ス カ ザ ン 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人小山田 満氏 鈴木 伸尋 日高 日高大洋牧場 470－ 42：00．6� 183．7�
11 シャトーブリアン 牝3芦 54 津村 明秀佐々木 徹氏 戸田 博文 新冠 シンユウフアーム 460－ 22：01．98 18．9�
612 マースクィーン 牝3栗 54 丸山 元気キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 カナイシスタッド 454＋ 22：02．21� 224．7�
816 スペシャルヴォーグ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行志村 幸彦氏 大和田 成 新冠 松浦牧場 456－ 42：02．83� 154．4�
48 マ イ タ ー ン 牝3鹿 54 後藤 浩輝髙橋 信博氏 高橋 義博 日高 豊郷牧場 454＋ 42：02．9クビ 91．9�
47 アポロアルディーラ 牝3栗 54 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 菊沢 隆徳 むかわ 真壁 信一 482＋ 2 （競走中止） 271．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，479，200円 複勝： 26，598，100円 枠連： 10，692，100円
馬連： 44，439，500円 馬単： 22，703，800円 ワイド： 23，186，600円
3連複： 57，558，800円 3連単： 75，965，600円 計： 276，623，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 200円 � 140円 枠 連（5－8） 1，740円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 2，060円

ワ イ ド �� 450円 �� 250円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 7，230円

票 数

単勝票数 計 154792 的中 � 38308（1番人気）
複勝票数 計 265981 的中 � 59290（1番人気）� 26523（5番人気）� 54301（2番人気）
枠連票数 計 106921 的中 （5－8） 4759（8番人気）
馬連票数 計 444395 的中 �� 28330（4番人気）
馬単票数 計 227038 的中 �� 8247（6番人気）
ワイド票数 計 231866 的中 �� 12489（4番人気）�� 25832（1番人気）�� 11660（5番人気）
3連複票数 計 575588 的中 ��� 35639（2番人気）
3連単票数 計 759656 的中 ��� 7609（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．7―38．8―52．2―1：05．2―1：18．2―1：31．2―1：44．1

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

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

勝馬の
紹 介

エグランティーナ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．6．28 東京6着

2012．3．5生 牝3黒鹿 母 ステラマリス 母母 ステラマドリッド 6戦1勝 賞金 8，100，000円
〔発走状況〕 ナスカザン号は，枠入り不良。
〔競走中止〕 アポロアルディーラ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 イヌイジェニー号の調教師大江原哲は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
〔その他〕 スペシャルヴォーグ号は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイターン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年2月5日まで平地競走に出

走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ナンヨーチーク号
（非抽選馬） 3頭 アラビアンハート号・スマートガール号・ヨイチフレーム号

第１回 中山競馬 第２日



00015 1月5日 晴 良 （27中山1）第2日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時50分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

59 スズカリバー 牡3鹿 56 石橋 脩永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B492＋ 61：57．1 9．3�
816 タ ン ジ ブ ル 牡3栗 56 柴山 雄一 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496± 0 〃 クビ 7．3�
11 プレーケストーレン 牡3黒鹿56 丸田 恭介スリースターズレーシング 奥村 武 新ひだか タツヤファーム 536－ 21：57．52� 7．9�
611 ハイアーヴォルト 牡3鹿 56 勝浦 正樹伊東 純一氏 尾形 充弘 浦河 昭和牧場 474＋ 61：57．82 14．7�
47 ハイヴォルテージ 牡3栗 56 横山 和生 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 430－ 21：58．0� 17．6�
48 フライガイザー 牡3黒鹿56 江田 照男簗詰 貴彦氏 本間 忍 新冠 カミイスタット B476＋ 81：58．42� 24．9	
23 	 ハーランズキング 牡3鹿 56 F．ベリー 
エム・ケー・ホース武井 亮 米 Machmer

Hall 476－ 21：58．5� 4．6�
（愛）

24 コスモアルドラ 牡3鹿 56 柴田 大知岡田 繁幸氏 水野 貴広 浦河 帰山 清貴 534＋201：58．7� 10．9�
12 フ ェ ン リ ル 牡3鹿 56 武士沢友治 H.H．シェイク・モハメド 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492＋201：59．02 223．6
713 ケイジーオプティー 
3黒鹿56 岩部 純二鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 422± 01：59．1� 82．0�
612 トーセンヌーヴォー 牡3栗 56 田中 勝春島川 �哉氏 成島 英春 新冠 秋田牧場 462－ 41：59．52� 19．5�
815 コスモレプリカ 牡3栗 56 丹内 祐次岡田 繁幸氏 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム 476± 02：00．56 147．8�
35 ローレルロケッツ 牡3鹿 56 横山 典弘 �ローレルレーシング 奥平 雅士 新冠 樋渡 志尚 B498－ 6 〃 クビ 4．1�
714 タムザブランシュ 牡3芦 56

53 ▲石川裕紀人神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 484－ 42：01．24 431．5�
36 タニオブキャップ 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁谷 研司氏 栗田 博憲 青森 諏訪牧場 508－ 8 〃 ハナ 188．9�
510 フクノコニャック 
3鹿 56 松岡 正海福島 祐子氏 新開 幸一 新ひだか 岡田牧場 492＋ 22：01．51� 11．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，957，200円 複勝： 31，069，800円 枠連： 16，444，500円
馬連： 56，769，400円 馬単： 28，521，800円 ワイド： 29，681，200円
3連複： 70，918，000円 3連単： 89，669，800円 計： 343，031，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 340円 � 290円 � 230円 枠 連（5－8） 3，030円

馬 連 �� 3，730円 馬 単 �� 7，970円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 1，210円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 9，980円 3 連 単 ��� 57，890円

票 数

単勝票数 計 199572 的中 � 17105（5番人気）
複勝票数 計 310698 的中 � 22448（5番人気）� 27846（4番人気）� 37683（3番人気）
枠連票数 計 164445 的中 （5－8） 4203（16番人気）
馬連票数 計 567694 的中 �� 11772（17番人気）
馬単票数 計 285218 的中 �� 2683（35番人気）
ワイド票数 計 296812 的中 �� 6272（15番人気）�� 6309（14番人気）�� 6211（16番人気）
3連複票数 計 709180 的中 ��� 5325（36番人気）
3連単票数 計 896698 的中 ��� 1123（202番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―13．3―12．7―12．7―13．0―13．5―13．4―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―37．7―50．4―1：03．1―1：16．1―1：29．6―1：43．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F54．0―3F41．0
1
3

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズカリバー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2014．11．15 福島4着

2012．3．20生 牡3鹿 母 リバティーベル 母母 ク ラ リ ッ サ 3戦1勝 賞金 6，100，000円
〔制裁〕 スズカリバー号の騎手石橋脩は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：16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） 1頭 アクティブボス号
（非抽選馬） 1頭 フジサンブル号
※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。

00016 1月5日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （27中山1）第2日 第4競走 ��2，880�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時20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 ー ス ワ ン 牡4鹿 59 五十嵐雄祐榊原 秀雄氏 菅原 泰夫 新冠 中地 義次 496＋ 83：14．9 4．6�
56 オジュウチョウサン 牡4鹿 59 山本 康志�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 504＋ 63：15．0� 101．7�
22 セイウンコレット 牝4黒鹿57 ▲原田 和真西山 茂行氏 鈴木 伸尋 日高 メイプルファーム 474＋123：15．63� 16．2�
67 ウメジマダイオー 牡6鹿 60 石神 深一村田 滋氏 畠山 重則 平取 高橋 啓 522＋183：16．02� 4．0�
812 キープトライン 牡5鹿 60 横山 義行岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 三石川上牧場 B504＋103：16．2� 10．4�
44 � グリーティングワン 牡5黒鹿60 上野 翔井上 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 456＋163：16．3� 81．0	
55 オ ベ レ ッ ク 牡5鹿 60 高野 和馬片山 博志氏 佐藤 吉勝 日高 日西牧場 482＋103：17．47 21．2

33 � オ マ モ リ 牡6黒鹿60 浜野谷憲尚小田切有一氏 本間 忍 浦河 吉田 又治 456＋123：18．03� 18．3�
68 トーアキヨモリ 牡4鹿 59 草野 太郎高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 534＋ 63：18．1� 23．1�
811 リッシュレーヴ 牡5鹿 60 金子 光希山田 裕仁氏 伊藤 大士 新ひだか 畠山牧場 482＋ 23：18．84 2．5
79 トルバドゥール 牡7栃栗60 蓑島 靖典 �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 498＋ 43：29．7大差 17．1�
710 アイケーゴーウィン 牝4青鹿57 小野寺祐太池田 皓介氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 452＋163：35．0大差 172．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 13，033，100円 複勝： 17，282，200円 枠連： 10，717，800円
馬連： 32，772，200円 馬単： 21，050，200円 ワイド： 16，378，900円
3連複： 42，229，500円 3連単： 73，624，600円 計： 227，088，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 240円 � 3，250円 � 620円 枠 連（1－5） 3，430円

馬 連 �� 31，620円 馬 単 �� 39，860円

ワ イ ド �� 6，340円 �� 1，660円 �� 20，080円

3 連 複 ��� 132，510円 3 連 単 ��� 1，135，690円

票 数

単勝票数 計 130331 的中 � 22553（3番人気）
複勝票数 計 172822 的中 � 22406（3番人気）� 1196（11番人気）� 6953（8番人気）
枠連票数 計 107178 的中 （1－5） 2419（11番人気）
馬連票数 計 327722 的中 �� 803（45番人気）
馬単票数 計 210502 的中 �� 396（68番人気）
ワイド票数 計 163789 的中 �� 661（42番人気）�� 2614（21番人気）�� 207（58番人気）
3連複票数 計 422295 的中 ��� 239（141番人気）
3連単票数 計 736246 的中 ��� 47（818番人気）
上り 1マイル 1：51．8 4F 57．6－3F 44．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→�→�→�」
1
�

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エ ー ス ワ ン �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．7．20 福島4着

2011．2．28生 牡4鹿 母 ボンナターレ 母母 ムーンライトラン 障害：3戦1勝 賞金 7，000，000円

追 加 記 事（第 1回中山競馬第 1日第 7競走）
〔その他〕　　リネンハイブリット号は，競走中に疾病〔右橈骨遠位端骨折〕を発症。なお，

同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



00017 1月5日 晴 良 （27中山1）第2日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時10分 （芝・右・外）
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
1：30．7
1：30．7

良
良

47 � アルビアーノ 牝3鹿 54 柴山 雄一吉田 和美氏 木村 哲也 米
Helen Alexander
& Helen Groves
Rev Trust

514 ―1：36．5 3．4�
24 ヤマノリリコイ 牝3黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人山住 勲氏 伊藤 大士 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 410 ―1：37．13� 25．9�

714 レオサーパス 牡3鹿 56 田中 勝春�レオ 古賀 慎明 日高 若林 武雄 430 ―1：37．2� 7．3�
12 プラントアゲン 牝3黒鹿 54

51 ▲伴 啓太浅川 皓司氏 加藤 和宏 様似 富田 恭司 440 ―1：37．3	 117．1�
23 リガードリング 牡3黒鹿56 蛯名 正義�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 500 ― 〃 クビ 3．2�
48 ツクバスマイル 牝3青鹿54 勝浦 正樹荻原 昭二氏 尾形 充弘 平取 清水牧場 508 ―1：37．4クビ 20．9	
612 レッドファーレン 牝3青鹿54 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 438 ―1：37．71	 8．4

713 アングルブラケット 牡3栗 56 田辺 裕信伊達 敏明氏 奥村 武 日高 サンシャイン

牧場 476 ―1：38．12� 17．4�
36 � シ ガ レ ッ ト 牝3鹿 54 内田 博幸市川 義美氏 国枝 栄 愛 Y. Ichikawa 436 ―1：38．31
 59．3�
815 アズマタイムズ 牝3栗 54 津村 明秀東 哲次氏 武市 康男 日高 木村牧場 416 ― 〃 ハナ 143．1
611� ハ オ ウ 牡3鹿 56 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 尾関 知人 愛 Scuderia

Aleali 510 ―1：38．51
 7．5�
35 アーリーズベル 牝3栃栗54 北村 宏司�浜本牧場 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 408 ―1：38．81	 49．6�
11 アラマサメーカー 牝3黒鹿54 松岡 正海�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 458 ―1：39．01 55．2�
510 ガトーネグロ 牝3鹿 54 G．ブノワ �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 444 ―1：39．21� 30．3�

（仏）

816 クラウンフォルテ 牝3栗 54 三浦 皇成�クラウン 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 450 ― 〃 アタマ 59．9�
59 ユ ズ レ モ ン 牡3鹿 56 横山 和生山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 452 ―1：39．3� 148．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，008，900円 複勝： 31，730，800円 枠連： 19，121，400円
馬連： 52，455，200円 馬単： 29，232，300円 ワイド： 26，286，300円
3連複： 63，375，300円 3連単： 91，892，000円 計： 336，102，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 490円 � 220円 枠 連（2－4） 610円

馬 連 �� 4，600円 馬 単 �� 6，820円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 530円 �� 2，070円

3 連 複 ��� 8，050円 3 連 単 ��� 45，910円

票 数

単勝票数 計 220089 的中 � 50727（2番人気）
複勝票数 計 317308 的中 � 68199（1番人気）� 12754（8番人気）� 36590（3番人気）
枠連票数 計 191214 的中 （2－4） 24173（2番人気）
馬連票数 計 524552 的中 �� 8825（16番人気）
馬単票数 計 292323 的中 �� 3212（25番人気）
ワイド票数 計 262863 的中 �� 4837（16番人気）�� 13505（2番人気）�� 3119（24番人気）
3連複票数 計 633753 的中 ��� 5900（24番人気）
3連単票数 計 918920 的中 ��� 1451（140番人気）

ハロンタイム 12．9―12．1―12．5―12．1―12．1―11．8―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―25．0―37．5―49．6―1：01．7―1：13．5―1：24．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．8

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

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

�アルビアーノ �
�
父 Harlan’s Holiday �

�
母父 Unbridled 初出走

2012．2．6生 牝3鹿 母 Antics 母母 Aurora 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 リガードリング号の騎手蛯名正義は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：11番・16

番）
※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 エフティロビン号・オトコギイッポン号・ガニメード号・キールインペリアル号・タケショウマックス号・

マイネルシュリンガ号・マルターズシャトル号
※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。

00018 1月5日 晴 良 （27中山1）第2日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走12時40分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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 デザートオブムーン 牝4黒鹿54 石橋 脩 �グリーンファーム畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 472＋ 61：56．1 8．0�
714� フレンドスイート 牝4鹿 54 柴田 善臣横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 藤巻 則弘 438＋ 41：56．31� 21．6�
611 アンジェラスベル 牝5鹿 55

52 ▲石川裕紀人田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 B470＋ 41：56．72� 10．7�
816 アイヅラブリー 牝4鹿 54 武士沢友治真部 晴德氏 佐藤 吉勝 日高 ナカノファーム 464＋101：57．33� 29．3�
47 プレシャスムーン 牝4鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 442＋ 8 〃 クビ 32．1�
12 ディオーサシチー 牝5鹿 55 柴田 大知 �友駿ホースクラブ 和田 雄二 新ひだか 幌村牧場 480＋ 81：57．51� 15．0	
815 グリューネヴォッヘ 牝5鹿 55 北村 宏司吉田 勝己氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：57．6クビ 2．0

11 ヤマトダイアンサス 牝5栃栗55 松岡 正海みの商事� 大竹 正博 日高 山際 辰夫 486＋ 21：57．81� 4．7�
612 エスティレジェンド 牝4黒鹿54 内田 博幸島川 哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 446＋121：58．12 72．5�
35 ブルーバレット 牝5黒鹿 55

52 ▲長岡 禎仁泉 俊二氏 伊藤 圭三 厚真 大川牧場 464＋ 21：58．2� 21．8�
36 マダムジルウェット 牝4鹿 54 吉田 隼人�ラ・メール 高木 登 日高 川端 正博 488＋ 81：58．3� 25．2�
48 フリティラリア 牝5芦 55

52 ▲原田 和真 �シルクレーシング 鈴木 伸尋 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458＋ 61：58．51� 117．2�

23 チ ュ ロ 牝4黒鹿54 的場 勇人エデンアソシエーション 牧 光二 日高 天羽牧場 468＋ 21：59．13� 99．4�
24 ダイワプロシード 牝5栗 55 後藤 浩輝大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 456－ 41：59．2クビ 33．4�
713 アディシオン 牝5鹿 55

52 ▲伴 啓太島川 利子氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 522＋26 〃 ハナ 306．1�
510� カンタベリーラウス 牝4鹿 54

51 ▲井上 敏樹峰 哲馬氏 二本柳俊一 浦河 川越牧場 448＋ 82：00．69 331．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，707，300円 複勝： 34，851，600円 枠連： 18，844，600円
馬連： 59，518，700円 馬単： 35，957，400円 ワイド： 33，020，800円
3連複： 75，572，500円 3連単： 123，476，600円 計： 407，949，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 260円 � 700円 � 350円 枠 連（5－7） 11，040円

馬 連 �� 10，500円 馬 単 �� 18，910円

ワ イ ド �� 3，090円 �� 1，470円 �� 3，070円

3 連 複 ��� 29，120円 3 連 単 ��� 170，190円

票 数

単勝票数 計 267073 的中 � 26539（3番人気）
複勝票数 計 348516 的中 � 38411（3番人気）� 11606（8番人気）� 26456（4番人気）
枠連票数 計 188446 的中 （5－7） 1322（22番人気）
馬連票数 計 595187 的中 �� 4392（28番人気）
馬単票数 計 359574 的中 �� 1426（50番人気）
ワイド票数 計 330208 的中 �� 2728（30番人気）�� 5878（16番人気）�� 2746（29番人気）
3連複票数 計 755725 的中 ��� 1946（81番人気）
3連単票数 計1234766 的中 ��� 526（443番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―13．0―13．1―12．2―12．3―13．2―13．4―14．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―37．5―50．6―1：02．8―1：15．1―1：28．3―1：41．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．3―3F41．0
1
3
12－5，14（2，11）（4，15）6，9（3，7，10）－16，8＝1－13
12，5－14（2，11）（15，9）－（4，6，7）－16，8（3，1）－10－13

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

勝馬の
紹 介

デザートオブムーン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Deputy Commander デビュー 2013．12．7 中山4着

2011．3．6生 牝4黒鹿 母 グラッブユアハート 母母 Kelly Amber 13戦2勝 賞金 19，700，000円
〔発走状況〕 アディシオン号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 ブルーバレット号の騎手長岡禎仁は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：2番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アディシオン号は，平成27年1月6日から平成27年1月25日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。



00019 1月5日 晴 良 （27中山1）第2日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時10分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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

510 サダムコーテイ 牡5鹿 57 柴田 善臣大西 定氏 本間 忍 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 488＋ 41：11．7 4．8�

816 スイートガーデン 牝4鹿 54 松岡 正海田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 落合 一巳 494＋ 41：11．91� 12．0�
23 	 ブルーミーフラワー 牡4鹿 56 F．ベリー �クイーンズ・ランチ 畠山 吉宏 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm 484± 0 〃 ハナ 5．5�
（愛）

48 パッシオーネラヴィ 牝4鹿 54 三浦 皇成藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 458－161：12．11
 12．1�
12 セ イ ク ラ ベ 牝5青鹿55 杉原 誠人江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 安達 洋生 472＋ 41：12．2クビ 275．7�
47 マーセブナカヤマ 牡4鹿 56 田辺 裕信	中山牧場 尾形 和幸 浦河 中山牧場 532＋ 21：12．41
 15．5

59 � コンテベルデ 牡5青鹿57 武士沢友治浅田 次郎氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 472＋161：12．5クビ 295．2�
11 キョウエイボヌール 牝4栗 54 柴田 大知田中 晴夫氏 武市 康男 浦河 山春牧場 466－ 2 〃 ハナ 20．4�
36 ファンディータ 牝4黒鹿54 勝浦 正樹	日進牧場 粕谷 昌央 様似 スイートフアーム 432＋ 8 〃 クビ 61．4
612 シゲルホウオウザ 牡5鹿 57 後藤 浩輝森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 加藤牧場 454－161：12．6クビ 61．9�
24 	 サウンドカスケード 牡5鹿 57 G．ブノワ 増田 雄一氏 池上 昌弘 米

Equus Farm &
Susan M. For-
rester

B498－ 4 〃 ハナ 18．2�
（仏）

611	 エ ジ ル 牝5栗 55 北村 宏司吉田 和美氏 木村 哲也 米
White Cloud Bloodstock,
Jeffrey Lovinger &
Pamela Lovinger

526＋ 8 〃 クビ 2．6�
815 ニシノイナズマ 牡4芦 56 内田 博幸西山 茂行氏 松山 将樹 新冠 川上牧場 494＋ 61：12．7クビ 20．2�
35 ドリームジェダイ 牡6栗 57 柴山 雄一セゾンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 片岡 博 480＋ 2 〃 ハナ 23．4�
714 スピーディードータ 牝6鹿 55 丸山 元気ホースアディクト小西 一男 日高 坂 牧場 468± 01：12．8� 83．5�
713� リルバニヤン 牝5鹿 55

52 ▲長岡 禎仁ホースアディクト奥村 武 千歳 社台ファーム 446＋ 81：13．11� 172．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，199，200円 複勝： 39，085，500円 枠連： 23，361，400円
馬連： 70，512，600円 馬単： 36，258，200円 ワイド： 35，020，200円
3連複： 91，669，400円 3連単： 127，808，300円 計： 449，914，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 370円 � 200円 枠 連（5－8） 1，880円

馬 連 �� 3，350円 馬 単 �� 6，080円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 640円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 8，050円 3 連 単 ��� 44，080円

票 数

単勝票数 計 261992 的中 � 43387（2番人気）
複勝票数 計 390855 的中 � 64277（2番人気）� 23052（5番人気）� 52491（3番人気）
枠連票数 計 233614 的中 （5－8） 9591（8番人気）
馬連票数 計 705126 的中 �� 16291（12番人気）
馬単票数 計 362582 的中 �� 4466（20番人気）
ワイド票数 計 350202 的中 �� 7354（11番人気）�� 14612（4番人気）�� 5741（20番人気）
3連複票数 計 916694 的中 ��� 8535（22番人気）
3連単票数 計1278083 的中 ��� 2102（136番人気）

ハロンタイム 11．7―10．5―11．5―12．0―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．2―33．7―45．7―58．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．5―3F38．0
3 ・（4，16）－（14，15）7，8（3，11）2（1，12）13－（5，9，10）－6 4 ・（4，16）（14，15，7）（8，3，11）（2，1，12）－（5，9，13，10）－6

勝馬の
紹 介

サダムコーテイ �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2012．10．14 京都2着

2010．2．25生 牡5鹿 母 オレンジパラダイス 母母 オレンジシェード 21戦2勝 賞金 31，550，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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） 3頭 コアレスキング号・ノースエット号・ロマンシーズ号
（非抽選馬） 3頭 ドンビザッツウェイ号・バシニアティヴ号・リーサムダイチ号
※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。

00020 1月5日 晴 良 （27中山1）第2日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時40分 （ダート・右）
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

58 ウ ラ レ ナ 牡4鹿 56 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B522＋161：55．2 4．5�

69 セプテントリオ �5黒鹿 57
54 ▲伴 啓太 �社台レースホース鈴木 康弘 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502－ 61：56．05 57．3�
34 	 シェーンメーア 牡5青鹿57 北村 宏司窪田 康志氏 藤沢 和雄 米 Stone Farm B560＋201：56．21
 12．4�
22 ロンギングエース 牡5鹿 57 戸崎 圭太坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 510＋ 21：56．62
 2．7�
11 � コスモカウピリ 牡4鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 大典牧場 498－ 51：56．8� 12．8	
711 シルクフラッシュ 牡7芦 57 吉田 隼人 �シルクレーシング 金成 貴史 新冠 中村農場 474＋ 61：56．9
 25．7

45 � カ プ チ ー ノ 牡4鹿 56 柴田 善臣小野 博郷氏 柴田 政人 新ひだか 稲葉牧場 480＋ 81：57．11
 142．4�
712 ストロングバルドル 牡4鹿 56 田辺 裕信村木 篤氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 476＋ 41：57．2クビ 3．4�
33 トウショウアミラル 牡5黒鹿 57

54 ▲長岡 禎仁トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 480＋ 2 〃 クビ 177．0
46 マ ル マ ロ ス 牡5芦 57 柴山 雄一ディアレスト 新開 幸一 新ひだか 稲葉牧場 B524＋ 61：57．3クビ 12．3�
813	 コスモナチュラル 牡4鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 米 Margaux

Farm LLC 494＋ 6 〃 クビ 24．2�
57 カシノカーム 牡4芦 56 西田雄一郎柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 B478＋121：57．93
 196．0�
610 トーホウビースト 牡4青鹿56 的場 勇人東豊物産� 牧 光二 日高 竹島 幸治 B460＋181：58．96 45．1�
814	� ホークオブサミット 牡5鹿 57

54 ▲石川裕紀人藤田 在子氏 堀井 雅広 米
Dr. & Mrs. John R Steele, Mr.
& Mrs. Henry Johnson, Don
Ameche III,et

B520＋ 62：00．510 244．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 31，583，000円 複勝： 37，297，300円 枠連： 19，562，500円
馬連： 80，774，600円 馬単： 43，312，700円 ワイド： 35，054，500円
3連複： 89，983，200円 3連単： 152，477，800円 計： 490，045，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 210円 � 920円 � 360円 枠 連（5－6） 6，860円

馬 連 �� 10，980円 馬 単 �� 18，020円

ワ イ ド �� 2，610円 �� 990円 �� 6，190円

3 連 複 ��� 43，060円 3 連 単 ��� 228，400円

票 数

単勝票数 計 315830 的中 � 55326（3番人気）
複勝票数 計 372973 的中 � 54541（3番人気）� 8962（9番人気）� 26724（6番人気）
枠連票数 計 195625 的中 （5－6） 2209（21番人気）
馬連票数 計 807746 的中 �� 5697（28番人気）
馬単票数 計 433127 的中 �� 1802（44番人気）
ワイド票数 計 350545 的中 �� 3426（26番人気）�� 9431（12番人気）�� 1420（41番人気）
3連複票数 計 899832 的中 ��� 1567（81番人気）
3連単票数 計1524778 的中 ��� 484（454番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．9―13．2―13．0―12．5―12．7―13．0―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―37．3―50．5―1：03．5―1：16．0―1：28．7―1：41．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F39．2
1
3

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

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

ウ ラ レ ナ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Salt Lake デビュー 2013．10．14 東京10着

2011．2．8生 牡4鹿 母 ソルティビッド 母母 Piper Piper 8戦2勝 賞金 16，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホークオブサミット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年2月5日まで平地

競走に出走できない。



00021 1月5日 晴 良 （27中山1）第2日 第9競走 ��
��2，000�

か ん ち く

寒 竹 賞
発走14時15分 （芝・右）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

810 タケルラムセス 牡3鹿 56 北村 宏司森 保彦氏 田村 康仁 浦河 中村 雅明 472＋ 82：01．6 9．3�
66 ジャズファンク 牡3鹿 56 蛯名 正義市川 義美氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 484－ 42：01．7� 6．0�
22 グランカマラード 牡3栗 56 戸崎 圭太田畑 憲士氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 512＋ 42：02．02 4．9�
44 デバイスドライバー 牡3栗 56 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 504－ 42：02．1� 9．1�
11 ブライトバローズ 牡3鹿 56 F．ベリー 猪熊 広次氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 478± 02：02．31	 2．5�

（愛）

55 ニシノオタケビ 牡3鹿 56 田辺 裕信西山 茂行氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 476＋ 6 〃 クビ 5．7�
78 サブライムカイザー 牡3鹿 56 後藤 浩輝 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 494＋ 42：02．51	 23．0

89 マイネルポルトゥス 牡3鹿 56 松岡 正海 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新ひだか 谷藤 弘美 484＋282：02．6クビ 33．3�
33 ロードグリッター 牡3栗 56 内田 博幸 	ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 480＋ 2 〃 アタマ 40．1�
77 
 ロ イ ド 牡3黒鹿56 石崎 駿川原 崇弘氏 矢野 義幸 新ひだか 静内山田牧場 B500＋ 12：04．5大差 118．0

（船橋） （船橋）

（10頭）

売 得 金
単勝： 42，942，900円 複勝： 58，298，600円 枠連： 21，207，400円
馬連： 104，635，400円 馬単： 59，456，500円 ワイド： 43，511，900円
3連複： 114，186，700円 3連単： 237，790，000円 計： 682，029，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 250円 � 210円 � 170円 枠 連（6－8） 2，570円

馬 連 �� 3，230円 馬 単 �� 6，800円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 880円 �� 540円

3 連 複 ��� 4，920円 3 連 単 ��� 37，780円

票 数

単勝票数 計 429429 的中 � 36627（6番人気）
複勝票数 計 582986 的中 � 54384（6番人気）� 73116（4番人気）� 95969（2番人気）
枠連票数 計 212074 的中 （6－8） 6382（11番人気）
馬連票数 計1046354 的中 �� 25100（14番人気）
馬単票数 計 594565 的中 �� 6556（31番人気）
ワイド票数 計 435119 的中 �� 10010（16番人気）�� 12440（12番人気）�� 21756（7番人気）
3連複票数 計1141867 的中 ��� 17381（18番人気）
3連単票数 計2377900 的中 ��� 4562（137番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―13．1―12．3―12．9―12．0―11．4―11．5―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．1―37．2―49．5―1：02．4―1：14．4―1：25．8―1：37．3―1：49．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タケルラムセス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Theatrical デビュー 2014．11．30 東京1着

2012．5．13生 牡3鹿 母 ヒシピナクル 母母 Katies 2戦2勝 賞金 17，259，000円
※出走取消馬 マイネルサージュ号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※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。

00022 1月5日 晴 良 （27中山1）第2日 第10競走 ��
��1，200�サンライズステークス

発走14時50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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：06．7
1：06．5

良
良

59 メイショウツガル 牡7鹿 57 津村 明秀松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 474－ 41：07．8 16．3�
23 アンヴァルト 牡8青鹿57 F．ベリー �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム 484－ 4 〃 クビ 11．3�

（愛）

510� カハラビスティー 牝6黒鹿55 柴田 大知備前島敏子氏 伊藤 大士 新冠 松浦牧場 B510－ 61：07．9クビ 4．3�
11 トキノゲンジ 牡7鹿 57 西田雄一郎中野 正則氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 506＋ 21：08．11 18．9�
24 	 シゲルアセロラ 牡6黒鹿57 勝浦 正樹森中 蕃氏 目野 哲也 米

Mr. & Mrs. Don K
Love &
Briggs/Cromartie

492＋ 61：08．2
 18．5�
816 ダノンマッキンレー 牡4栗 56 内田 博幸	ダノックス 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 488± 0 〃 ハナ 4．8

12 アポロスターズ 牡4黒鹿56 吉田 隼人アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 前田 宗将 514＋10 〃 クビ 14．2�
36 バートラムガーデン 牝6鹿 55 武士沢友治�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 454± 01：08．3クビ 94．3�
713 ニコールバローズ 牝6黒鹿55 丸山 元気猪熊 広次氏 角田 晃一 池田 新田牧場 456± 0 〃 ハナ 12．6
48 ローズノーブル 牝6青 55 後藤 浩輝 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 428＋ 2 〃 アタマ 24．0�
47 サニーヘイロー 牝7栗 55 大野 拓弥宮﨑 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム B470＋101：08．51� 139．3�
35 マイネサヴァラン 牝6青鹿55 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 464＋ 21：08．71� 22．1�
611 エターナルムーン 牝5鹿 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 浦河 櫛桁牧場 478－ 4 〃 クビ 6．0�
612� エンプレスラブ 牝6黒鹿55 戸崎 圭太 IHR 加藤 敬二 浦河 村中牧場 522± 01：08．91� 31．7�
714 ラフレーズカフェ 牝6青鹿55 柴山 雄一西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム 486＋ 2 〃 クビ 58．9�
815 サクラプレジール 牝5青 55 松岡 正海	さくらコマース尾関 知人 新ひだか 新和牧場 484－ 61：09．11� 11．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，793，000円 複勝： 48，804，800円 枠連： 42，455，300円
馬連： 137，191，600円 馬単： 60，050，700円 ワイド： 55，806，700円
3連複： 175，020，100円 3連単： 251，041，300円 計： 805，163，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，630円 複 勝 � 320円 � 360円 � 180円 枠 連（2－5） 1，540円

馬 連 �� 9，580円 馬 単 �� 17，330円

ワ イ ド �� 2，330円 �� 960円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 12，690円 3 連 単 ��� 104，900円

票 数

単勝票数 計 347930 的中 � 17005（8番人気）
複勝票数 計 488048 的中 � 36471（4番人気）� 31712（7番人気）� 84187（1番人気）
枠連票数 計 424553 的中 （2－5） 21322（4番人気）
馬連票数 計1371916 的中 �� 11092（37番人気）
馬単票数 計 600507 的中 �� 2598（69番人気）
ワイド票数 計 558067 的中 �� 6012（33番人気）�� 15213（4番人気）�� 12633（8番人気）
3連複票数 計1750201 的中 ��� 10338（31番人気）
3連単票数 計2510413 的中 ��� 1735（332番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―10．9―11．2―11．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．2―44．4―55．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F34．6
3 4（5，6）（3，10）8（2，12）（9，11）（1，13）（7，15）－16，14 4 4（5，6）（3，10）8，2（9，12）11，1，13（7，15，14）16

勝馬の
紹 介

メイショウツガル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Mountain Cat デビュー 2010．11．27 京都1着

2008．1．25生 牡7鹿 母 フラワーキャット 母母 デヴィルインフライト 51戦5勝 賞金 119，745，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）12頭 アットウィル号・カフヴァール号・ゴーハンティング号・シゲルカガ号・ジャーエスペランサ号・ジョーオリオン号・

ネロ号・ヒーラ号・ヤマニンプチガトー号・ユキノアイオロス号・レモンチャン号・ロンド号
※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。



00023 1月5日 晴 良 （27中山1）第2日 第11競走 ��
��1，200�ジャニュアリーステークス

発走15時25分 （ダート・右）
4歳以上，26．1．5以降26．12．28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 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

611 レーザーバレット 牡7鹿 55 横山 典弘前田 葉子氏 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント 480＋ 61：10．4 7．3�
713 メイショウノーベル 牡6栗 55 津村 明秀松本 好雄氏 武田 博 浦河 富田牧場 506＋ 21：10．5� 6．7�
612 マルカバッケン 牡8鹿 57 田中 勝春河長産業� 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 492＋ 61：10．81� 62．6�
24 タイセイファントム 牡7鹿 56 三浦 皇成田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 456＋ 2 〃 ハナ 23．9�
11 � ナンチンノン 牡4栗 53 川島 信二加藤 誠氏 中竹 和也 米 Henrietta K.

Alexander 522＋ 4 〃 アタマ 16．5�
714 ミヤジエルビス 牡5青鹿54 蛯名 正義曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 松浦牧場 492＋ 81：10．9	 5．3	
59 ダッシャーワン 牡7栗 57 戸崎 圭太芦田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 502－ 61：11．11 3．5

48 アースソニック 牡6鹿 57 田辺 裕信前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 490＋ 61：11．31
 9．7�
815 ブルーストーン 牝4黒鹿51 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468＋10 〃 クビ 27．3�
12 マルカフリート 牡9鹿 58 内田 博幸河長産業� 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 484＋ 21：11．4	 23．9
23 モグモグパクパク 牡5栗 55 柴田 善臣小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 478＋ 6 〃 ハナ 9．6�
35 トーホウチェイサー 牡8栗 54 柴山 雄一東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 496＋ 8 〃 クビ 200．8�
36 メイショウツチヤマ 牡8鹿 52 江田 照男松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 496＋181：11．5� 199．2�
47 スリーボストン 牡8鹿 57 石橋 脩永井商事� 野中 賢二 浦河 杵臼斉藤牧場 508＋ 21：11．6クビ 101．8�
510� サクラインザスカイ 牡6栗 54 後藤 浩輝�さくらコマース牧 光二 新ひだか 山田牧場 490＋121：11．81
 14．1�
816 ティアップゴールド 牡9鹿 53 黛 弘人田中 昇氏 奥平 雅士 様似 富田 恭司 486＋121：11．9クビ 224．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 81，683，500円 複勝： 119，706，300円 枠連： 99，447，200円
馬連： 366，563，200円 馬単： 160，372，700円 ワイド： 129，026，100円
3連複： 472，073，400円 3連単： 799，154，100円 計： 2，228，026，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 260円 � 210円 � 1，120円 枠 連（6－7） 1，000円

馬 連 �� 2，090円 馬 単 �� 4，010円

ワ イ ド �� 830円 �� 5，660円 �� 4，640円

3 連 複 ��� 31，480円 3 連 単 ��� 122，640円

票 数

単勝票数 計 816835 的中 � 89382（4番人気）
複勝票数 計1197063 的中 � 128824（4番人気）� 167896（2番人気）� 22425（12番人気）
枠連票数 計 994472 的中 （6－7） 77027（2番人気）
馬連票数 計3665632 的中 �� 135307（6番人気）
馬単票数 計1603727 的中 �� 29984（11番人気）
ワイド票数 計1290261 的中 �� 41889（6番人気）�� 5718（57番人気）�� 6994（53番人気）
3連複票数 計4720734 的中 ��� 11244（106番人気）
3連単票数 計7991541 的中 ��� 4724（415番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．3―11．8―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．8―45．6―57．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．6
3 15（7，10）（1，13）11（4，8）9（6，14）（2，16）12（3，5） 4 15（7，10）13，1（4，11）（8，9）6（2，14）（12，16）3－5

勝馬の
紹 介

レーザーバレット �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Mr. Prospector デビュー 2010．12．12 中山1着

2008．5．11生 牡7鹿 母 コンプリカーター 母母 オールアバウトスタイル 16戦6勝 賞金 104，416，000円
［他本会外：1戦0勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の22頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シセイオウジ号
（非抽選馬）21頭 ウインマーレライ号・カフェシュプリーム号・カラダレジェンド号・キョウエイストーム号・キングヒーロー号・

クリーンエコロジー号・ケビンドゥ号・コスモソーンパーク号・ゴーイングパワー号・サウンドガガ号・
タガノゴールド号・トウショウヘイロー号・トウシンイーグル号・フィールドシャイン号・フレデフォート号・
マイネルバイカ号・ミナレット号・ランウェイワルツ号・リルダヴァル号・ルナ号・レオンビスティー号

00024 1月5日 晴 良 （27中山1）第2日 第12競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走16時00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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

33 トレクァルティスタ 牡4黒鹿56 柴山 雄一 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 492＋142：01．8 3．7�
812 ツクバアズマオー 牡4鹿 56 勝浦 正樹荻原 昭二氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 462± 0 〃 クビ 17．7�
22 ライズトゥフェイム 牡5鹿 57 戸崎 圭太 �シルクレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 22：01．9� 3．5�
44 	 アメリカンダイナー 
6鹿 57 三浦 皇成吉澤 克己氏 相沢 郁 米

Tony Holmes, Wal-
ter Zent & Win-
Star Farm LLC

478－ 22：02．11� 10．8�
811 ダイワレジェンド 牝4栗 54 北村 宏司大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 496＋ 6 〃 ハナ 2．7�
56 ナスノアオバ 牡4鹿 56 大野 拓弥	須野牧場 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社	須野牧場 540＋ 62：02．41� 50．1

79 ヴァンデミエール 牝4鹿 54 松岡 正海�ミルファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 434－ 62：02．61� 170．2�
710 ア ー カ イ ブ 牡6鹿 57 F．ベリー �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 490＋ 42：02．81� 12．1�

（愛）

55 ワンダフルニュース 牡4栗 56 田辺 裕信島田 久氏 尾関 知人 日高 浜本 幸雄 490＋ 42：02．9クビ 82．6
11 トーセンハルカゼ 牡5鹿 57

54 ▲伴 啓太島川 �哉氏 鈴木 康弘 日高 有限会社 エ
スティファーム 500＋ 8 〃 クビ 20．1�

67 コスモユウチャン 牡6鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新ひだか 中村 和夫 480＋ 82：03．0クビ 160．2�
68  アルティスト 牡8鹿 57

54 ▲石川裕紀人塩入 満洋氏 中野 栄治 浦河 高岸 順一 488＋ 22：03．1� 141．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 48，052，200円 複勝： 46，195，900円 枠連： 31，482，300円
馬連： 140，035，600円 馬単： 69，793，500円 ワイド： 49，383，600円
3連複： 148，930，800円 3連単： 307，043，000円 計： 840，916，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 300円 � 150円 枠 連（3－8） 460円

馬 連 �� 3，300円 馬 単 �� 4，660円

ワ イ ド �� 960円 �� 290円 �� 790円

3 連 複 ��� 2，900円 3 連 単 ��� 17，820円

票 数

単勝票数 計 480522 的中 � 103692（3番人気）
複勝票数 計 461959 的中 � 90594（2番人気）� 29853（6番人気）� 88717（3番人気）
枠連票数 計 314823 的中 （3－8） 52376（2番人気）
馬連票数 計1400356 的中 �� 32880（15番人気）
馬単票数 計 697935 的中 �� 11219（20番人気）
ワイド票数 計 493836 的中 �� 12151（15番人気）�� 49668（3番人気）�� 15028（12番人気）
3連複票数 計1489308 的中 ��� 38424（13番人気）
3連単票数 計3070430 的中 ��� 12490（62番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．8―12．1―13．0―12．7―12．5―11．4―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．1―36．9―49．0―1：02．0―1：14．7―1：27．2―1：38．6―1：49．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トレクァルティスタ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．10．6 東京1着

2011．2．6生 牡4黒鹿 母 ハッピーパス 母母 ハッピートレイルズ 8戦3勝 賞金 38，852，000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。



（27中山1）第2日 1月5日（月曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 176頭 本 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
厩 務 員 手 当

209，770，000円
2，080，000円
5，760，000円
1，390，000円
19，030，000円
69，027，000円
5，274，400円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
377，439，400円
517，681，600円
324，164，700円
1，189，475，300円
591，430，700円
497，668，200円
1，461，540，200円
2，419，841，200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 7，379，241，300円

総入場人員 16，194名 （有料入場人員 14，851名）
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