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00085 1月24日 晴 重 （27中山1）第8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

816 ディアドナテロ 牡3黒鹿56 F．ベリー ディアレスト 池上 昌弘 新冠 武田牧場 466＋ 61：12．2 35．2�
（愛）

23 ヴ ァ ッ ハ ウ 牡3鹿 56 北村 宏司�ラ・メール 新開 幸一 新冠 赤石 久夫 476＋ 41：12．52 21．1�
510 セイウンオセアン 牡3鹿 56 田辺 裕信西山 茂行氏 水野 貴広 新冠 川上牧場 454± 0 〃 ハナ 2．2�
47 ゴールドエッグ 牡3鹿 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 松田牧場 462＋ 2 〃 アタマ 4．7�
611 ダイニヨシゼン 牡3鹿 56 G．ブノワ 橋本 忠雄氏 本間 忍 浦河 高昭牧場 474－ 61：12．6クビ 6．3�

（仏）

612 ジ ェ ロ ニ モ 牡3栗 56 石橋 脩平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 様似 林 時春 468－ 2 〃 クビ 8．8	
59 ヴィアージェン 牡3栗 56 戸崎 圭太 
キャロットファーム 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 500＋ 41：12．92 8．1�
815 リワードセロン 牝3鹿 54 横山 和生宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード 418－181：13．21� 204．3�
11 リターンエース 牡3栗 56 黛 弘人西村新一郎氏 蛯名 利弘 新ひだか 田原橋本牧場 440＋ 21：13．41� 31．6
714 サンローガン 牡3栗 56 松岡 正海加藤 信之氏 伊藤 伸一 青森 青南ムラカミ

ファーム 452＋ 41：13．82� 26．4�
35 ハーティタイトル 牝3芦 54 三浦 皇成田畑 利彦氏 石毛 善彦 新ひだか 森 俊雄 B460－ 21：14．0� 34．2�
12 フ ク ム ス メ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 荒谷 輝和 400－121：14．74 281．4�
48 ネ コ レ ー ヌ 牝3青鹿54 中谷 雄太桐谷 茂氏 和田 雄二 日高 法理牧場 422＋101：15．02 187．3�
24 シ ー ス レ ス 牡3黒鹿 56

53 ▲石川裕紀人�G1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 416＋201：15．21 55．6�

36 シゲルケンカマツリ 牡3鹿 56 江田 照男森中 蕃氏 武市 康男 新ひだか 土田農場 516－ 81：15．3� 225．9�
（15頭）

713 グローリアスアーク 牝3鹿 54 柴山 雄一日下部勝德氏 黒岩 陽一 浦河 グラストレーニ
ングセンター 482＋10 （競走除外）

売 得 金
単勝： 21，353，800円 複勝： 39，182，100円 枠連： 15，096，100円
馬連： 53，242，200円 馬単： 31，366，000円 ワイド： 31，392，200円
3連複： 68，696，800円 3連単： 96，869，700円 計： 357，198，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，520円 複 勝 � 630円 � 370円 � 120円 枠 連（2－8） 19，930円

馬 連 �� 37，780円 馬 単 �� 84，620円

ワ イ ド �� 9，770円 �� 1，080円 �� 700円

3 連 複 ��� 21，360円 3 連 単 ��� 256，310円

票 数

単勝票数 差引計 213538（返還計 640） 的中 � 4848（10番人気）
複勝票数 差引計 391821（返還計 1224） 的中 � 10665（9番人気）� 19994（6番人気）� 140532（1番人気）
枠連票数 差引計 150961（返還計 146） 的中 （2－8） 587（27番人気）
馬連票数 差引計 532422（返還計 4805） 的中 �� 1092（47番人気）
馬単票数 差引計 313660（返還計 2706） 的中 �� 278（98番人気）
ワイド票数 差引計 313922（返還計 3117） 的中 �� 782（48番人気）�� 7516（11番人気）�� 12099（6番人気）
3連複票数 差引計 686968（返還計 12082） 的中 ��� 2412（56番人気）
3連単票数 差引計 968697（返還計 16577） 的中 ��� 274（502番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．6―12．1―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．5―46．6―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディアドナテロ �
�
父 スウィフトカレント �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2014．10．26 東京6着

2012．4．30生 牡3黒鹿 母 ハイフリート 母母 ダーケストスター 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走除外〕 グローリアスアーク号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 カンタベリーキッズ号・ゼーレ号
※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。

00086 1月24日 晴 重 （27中山1）第8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

816 ロードシャリオ 牡3鹿 56 G．ブノワ �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 472＋201：55．0 34．7�
（仏）

48 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 500＋ 41：55．21� 2．5�

59 アドマイヤドラゴン 牡3鹿 56 柴田 善臣近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム B478＋ 41：55．94 24．7�
11 トーセンテレマーク 牡3青鹿56 吉田 豊島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 492－ 41：56．64 286．7�
612 フ ォ ル サ 牡3黒鹿56 中谷 雄太桐谷 茂氏 堀井 雅広 新ひだか 落合 一巳 498＋ 41：56．8� 5．3	
47 トーセンアプローズ 牡3鹿 56 菅原 隆一島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 492－ 81：57．22� 251．8

36 テイケイネクサス 牡3鹿 56 黛 弘人兼松 忠男氏 蛯名 利弘 浦河 中脇 満 442＋ 21：57．3� 8．4�
35 エレガントソング 牝3黒鹿54 中舘 英二 �シルクレーシング 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 468－ 61：57．4� 59．0
714 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 478＋ 21：57．61� 14．4�
510 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± 01：57．81� 22．2�
12 ピースワンポイント 牡3黒鹿56 三浦 皇成長谷川成利氏 大竹 正博 浦河 昭和牧場 506＋ 81：58．0� 19．0�
23 ジーアイウォーカー 牡3黒鹿56 北村 宏司岩崎 銀一氏 谷原 義明 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 480± 0 〃 アタマ 4．3�
611 ミヤビクロタカ 牡3鹿 56

53 ▲石川裕紀人村上 義勝氏 高橋 文雅 浦河 大成牧場 486＋181：58．1� 144．0�
815 エメラルドビーム 牝3鹿 54 横山 典弘北原光一郎氏 鈴木 伸尋 日高 天羽牧場 494± 01：58．41� 20．9�
713 ワンダービート 牡3栗 56 嘉藤 貴行千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 456－ 21：58．5クビ 367．2�
24 タ マ ー ラ 牝3栗 54 的場 勇人�本桐牧場 的場 均 新ひだか 本桐牧場 440＋ 22：02．5大差 105．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，549，800円 複勝： 39，143，300円 枠連： 14，920，300円
馬連： 54，824，800円 馬単： 30，563，500円 ワイド： 31，057，300円
3連複： 67，019，600円 3連単： 93，203，600円 計： 354，282，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，470円 複 勝 � 930円 � 120円 � 470円 枠 連（4－8） 1，720円

馬 連 �� 5，300円 馬 単 �� 12，490円

ワ イ ド �� 1，870円 �� 7，940円 �� 780円

3 連 複 ��� 22，690円 3 連 単 ��� 146，890円

票 数

単勝票数 計 235498 的中 � 5426（10番人気）
複勝票数 計 391433 的中 � 7243（10番人気）� 134777（1番人気）� 15922（7番人気）
枠連票数 計 149203 的中 （4－8） 6715（6番人気）
馬連票数 計 548248 的中 �� 8006（17番人気）
馬単票数 計 305635 的中 �� 1834（41番人気）
ワイド票数 計 310573 的中 �� 4226（21番人気）�� 967（47番人気）�� 10730（7番人気）
3連複票数 計 670196 的中 ��� 2215（57番人気）
3連単票数 計 932036 的中 ��� 460（363番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―37．4―50．4―1：03．5―1：16．6―1：29．5―1：42．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F38．4
1
3

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

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

ロードシャリオ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2014．8．2 札幌5着

2012．3．17生 牡3鹿 母 レディカーニバル 母母 ヴァージニー 4戦1勝 賞金 5，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タマーラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年2月24日まで平地競走に出

走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第１回 中山競馬 第８日



00087 1月24日 晴 重 （27中山1）第8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

611 ア サ マ 牡3黒鹿56 武士沢友治江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 478－ 41：12．0 7．5�
713 スレッジハンマー 牡3鹿 56 田辺 裕信 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小島 茂之 日高 豊洋牧場 472－ 4 〃 クビ 5．8�
815� ヨ ッ ト マ ン 牡3鹿 56 北村 宏司 �シルクレーシング 栗田 徹 米 Joel M. Carino &

Ocala Farm Corp 460± 01：12．74 4．3�
59 リリーグランツ 牝3鹿 54 吉田 豊森岡 幸人氏 矢野 英一 新ひだか 前川 正美 B436± 01：12．8� 35．8�
612 エスティルンバ 牝3栗 54 菅原 隆一 �エスティファーム 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 422± 0 〃 クビ 134．9	
816 イ ロ ジ カ ケ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 星野 忍 新冠 前川 隆範 460＋ 21：12．9� 85．3

24 エンドオブデイズ 牡3鹿 56 F．ベリー Him Rock Racing 田村 康仁 浦河 有限会社

松田牧場 424－ 21：13．21	 13．9�
（愛）

714 ポワソンダブリル 牡3栗 56 田中 勝春�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 458＋ 41：13．51	 92．8�
47 � ストリートオベロン 牡3黒鹿56 戸崎 圭太門野 重雄氏 大竹 正博 米 Winches-

ter Farm 456－ 21：13．81	 1．9
35 ジャイアントアイ 牡3栗 56 柴山 雄一島田 久氏 松山 将樹 浦河 村中牧場 486± 01：14．01� 123．2�
510 ショウナンバディー 牡3青鹿56 松岡 正海国本 哲秀氏 武市 康男 浦河 大北牧場 460－121：14．21
 294．5�
12 ジ ル コ ン 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人本間 茂氏 伊藤 伸一 日高 沖田牧場 398－ 41：14．3� 81．1�
48 カ ガ テ デ ィ 牝3鹿 54 横山 和生香川 憲次氏 高市 圭二 平取 びらとり牧場 432－ 2 〃 アタマ 399．4�
11 デルタタイム 牡3鹿 56 黛 弘人平本 敏夫氏 蛯名 利弘 新冠 川上 悦夫 456＋ 41：14．4クビ 45．5�
36 フラッグシップ 牝3鹿 54 江田 照男岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 浦河 まるとみ冨岡牧場 508± 01：14．72 55．9�
23 マリンブルー 牝3鹿 54 杉原 誠人小野 博郷氏 牧 光二 新冠 奥山 博 442＋ 81：15．33� 390．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，199，600円 複勝： 51，918，400円 枠連： 17，990，900円
馬連： 62，191，600円 馬単： 39，024，400円 ワイド： 33，326，500円
3連複： 75，735，900円 3連単： 116，610，500円 計： 431，997，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 220円 � 200円 � 200円 枠 連（6－7） 1，670円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 3，020円

ワ イ ド �� 480円 �� 600円 �� 420円

3 連 複 ��� 2，350円 3 連 単 ��� 15，010円

票 数

単勝票数 計 351996 的中 � 37339（4番人気）
複勝票数 計 519184 的中 � 58012（4番人気）� 69147（2番人気）� 68406（3番人気）
枠連票数 計 179909 的中 （6－7） 8332（7番人気）
馬連票数 計 621916 的中 �� 31301（6番人気）
馬単票数 計 390244 的中 �� 9664（10番人気）
ワイド票数 計 333265 的中 �� 17946（5番人気）�� 13642（7番人気）�� 20971（4番人気）
3連複票数 計 757359 的中 ��� 24133（6番人気）
3連単票数 計1166105 的中 ��� 5631（40番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．4―12．3―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．1―46．4―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア サ マ �
�
父 ハイアーゲーム �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．7．6 福島15着

2012．2．23生 牡3黒鹿 母 ブロードスマイル 母母 プリスティン 5戦1勝 賞金 6，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ナンヨーディンプル号
※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。

00088 1月24日 晴 重 （27中山1）第8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）

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

47 ファンシーリシェス 牝3鹿 54 田辺 裕信原 �子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 452 ―1：58．0 5．6�
59 ダイヤモンドバブル 牝3鹿 54 戸崎 圭太吉田 照哉氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 476 ―1：58．42� 17．9�
713 トゥルーロマンス 牝3栗 54 柴山 雄一飯田 正剛氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 466 ―1：59．03� 7．8�
815 タマモラララ 牝3黒鹿54 三浦 皇成タマモ� 藤岡 健一 新ひだか 曾我 博 464 ―1：59．42� 2．3�
510 ラグロワール 牝3芦 54 田中 勝春�ターフ・スポート上原 博之 浦河 中脇 満 484 ― 〃 ハナ 30．9	
714 マ ー レ ー 牝3鹿 54 江田 照男石川 幸司氏 牧田 和弥 新ひだか 森 政巳 504 ― 〃 ハナ 14．9

11 ピュールボーテ 牝3黒鹿54 吉田 豊 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 450 ―1：59．61� 31．7�
612 ティアラトウショウ 牝3鹿 54 北村 宏司トウショウ産業� 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 436 ―1：59．91� 7．7�
611 ミ エ ル 牝3鹿 54 村田 一誠落合 幸弘氏 武井 亮 日高 下河辺牧場 470 ―2：00．11 38．3
12 ス ト レ ー ザ 牝3鹿 54 横山 典弘�下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 500 ―2：00．3� 16．5�
36 ポ ー リ ー ヌ 牝3青鹿 54

51 ▲石川裕紀人小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 514 ― 〃 アタマ 72．7�
24 アルテミスバローズ 牝3鹿 54 G．ブノワ 猪熊 広次氏 大竹 正博 浦河 杵臼牧場 484 ―2：00．72� 20．1�

（仏）

48 ヒメフジサクラ 牝3鹿 54 柴田 大知岡田 勇氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 488 ―2：01．23 213．2�
23 キクノラッキー 牝3黒鹿54 松岡 正海菊池 昭雄氏 萱野 浩二 浦河 鎌田 正嗣 468 ―2：03．9大差 64．0�
816 ヴィーナスライト 牝3鹿 54 武士沢友治�テシオ 大江原 哲 様似 様似堀牧場 514 ―2：04．32� 189．2�
35 サンタエスメラルダ 牝3黒鹿54 石橋 脩池田 正孝氏 尾形 充弘 新ひだか 秋田育成牧場 452 ―2：05．68 32．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，056，900円 複勝： 29，905，100円 枠連： 17，380，700円
馬連： 45，883，700円 馬単： 25，689，700円 ワイド： 23，343，800円
3連複： 51，522，500円 3連単： 67，758，600円 計： 286，541，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 200円 � 410円 � 210円 枠 連（4－5） 3，090円

馬 連 �� 4，330円 馬 単 �� 5，920円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 730円 �� 2，060円

3 連 複 ��� 9，090円 3 連 単 ��� 53，050円

票 数

単勝票数 計 250569 的中 � 35556（2番人気）
複勝票数 計 299051 的中 � 43046（2番人気）� 15882（7番人気）� 38771（3番人気）
枠連票数 計 173807 的中 （4－5） 4348（12番人気）
馬連票数 計 458837 的中 �� 8194（14番人気）
馬単票数 計 256897 的中 �� 3253（20番人気）
ワイド票数 計 233438 的中 �� 4388（13番人気）�� 8495（5番人気）�� 2828（23番人気）
3連複票数 計 515225 的中 ��� 4250（26番人気）
3連単票数 計 677586 的中 ��� 926（151番人気）

ハロンタイム 12．8―12．0―14．0―14．2―13．4―12．8―12．4―13．1―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．8―38．8―53．0―1：06．4―1：19．2―1：31．6―1：44．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ファンシーリシェス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2012．4．6生 牝3鹿 母 ワイキューブ 母母 エレガントフライ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴィーナスライト号・サンタエスメラルダ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年

2月24日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



00089 1月24日 晴 良 （27中山1）第8日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時20分 （芝・右・外）
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
1：30．7
1：30．7

良
良

815 アフェクシオン 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 430± 01：36．6 7．5�

12 プラントアゲン 牝3黒鹿54 田辺 裕信浅川 皓司氏 加藤 和宏 様似 富田 恭司 440± 01：36．7� 20．3�
24 ブレイクザポケット 牡3鹿 56 三浦 皇成 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426± 01：36．91� 4．3�
11 アンジェリー 牝3黒鹿54 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 468＋ 81：37．0� 46．8�
47 プルガステル 牡3青鹿56 F．ベリー �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 466－ 4 〃 クビ 3．8	

（愛）

23 キスザスターズ 牡3鹿 56 横山 典弘 P.G．ファッジ氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 490＋121：37．1クビ 8．9

611 クワッドアクセル 牡3栗 56 柴山 雄一島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 460＋ 21：37．2	 97．9�
36 レオサーパス 牡3鹿 56 G．ブノワ �レオ 古賀 慎明 日高 若林 武雄 436＋ 6 〃 アタマ 9．0�

（仏）

612 モントレーベイ 牡3芦 56 田中 勝春金子真人ホール
ディングス� 勢司 和浩 日高 白井牧場 472－ 41：37．41� 14．6

35 シャオシンジュ 牡3栗 56 松岡 正海岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド B478＋16 〃 クビ 131．9�
816 ヒューガライゼン 牝3栗 54 吉田 豊塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 468＋10 〃 アタマ 65．5�
510 ユ ッ コ 牝3栗 54 江田 照男瀬谷 �雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 484＋10 〃 ハナ 50．3�
59 スティンライクビー 牡3青鹿56 戸崎 圭太 �ローレルレーシング 尾関 知人 青森 ワールドファーム 456－101：37．72 7．3�
714 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 404－ 61：38．33� 26．9�

713 サウンドアラムシャ 牡3青鹿56 北村 宏司増田 雄一氏 和田正一郎 新ひだか 中田 英樹 428－ 41：38．61	 27．2�
48 コスモゼツエイ 牡3黒鹿56 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 502－201：40．19 207．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，947，500円 複勝： 41，588，800円 枠連： 18，019，500円
馬連： 64，613，900円 馬単： 32，127，200円 ワイド： 33，498，800円
3連複： 73，267，500円 3連単： 99，264，800円 計： 389，328，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 260円 � 490円 � 180円 枠 連（1－8） 5，370円

馬 連 �� 7，400円 馬 単 �� 13，680円

ワ イ ド �� 2，220円 �� 810円 �� 1，600円

3 連 複 ��� 10，630円 3 連 単 ��� 82，150円

票 数

単勝票数 計 269475 的中 � 28391（4番人気）
複勝票数 計 415888 的中 � 40820（4番人気）� 18385（8番人気）� 72327（2番人気）
枠連票数 計 180195 的中 （1－8） 2598（24番人気）
馬連票数 計 646139 的中 �� 6760（29番人気）
馬単票数 計 321272 的中 �� 1761（52番人気）
ワイド票数 計 334988 的中 �� 3784（29番人気）�� 10972（7番人気）�� 5320（20番人気）
3連複票数 計 732675 的中 ��� 5166（40番人気）
3連単票数 計 992648 的中 ��� 876（287番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．1―36．4―49．0―1：01．6―1：13．4―1：24．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．0

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

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

アフェクシオン �
�
父 コンデュイット �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．10．12 東京8着

2012．2．6生 牝3鹿 母 マイネミモーゼ 母母 マイネミレー 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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 コスモカンプ号・タカラオウヒ号・フジハイドランジア号・ペイシャクィーン号・マンゴジェリー号
※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。

00090 1月24日 晴 良 （27中山1）第8日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時55分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

612 ギ ン ガ 牡3鹿 56 田辺 裕信石川 達絵氏 小笠 倫弘 日高 日高大洋牧場 454 ―2：04．9 19．8�
48 サトノメサイア 牡3青鹿56 石橋 脩里見 治氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 506 ― 〃 ハナ 9．4�
510 ダイワスキャンプ 牡3鹿 56 柴田 善臣大城 敬三氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム 424 ―2：05．0� 13．5�
35 スリーライオンズ 牡3鹿 56 柴山 雄一 �サンデーレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 492 ― 〃 アタマ 3．3�
816 エイブルボス 牡3黒鹿56 三浦 皇成中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 山際牧場 458 ―2：05．21� 20．5�
24 ベッラフィグラ 牝3鹿 54 江田 照男 H.H．シェイク・モハメド 池上 昌弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464 ―2：05．3	 89．3	
23 デルマワカダンナ 牡3鹿 56 横山 和生浅沼 廣幸氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 476 ―2：05．83 24．9

12 ヒ ダ マ リ 牡3青鹿56 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 奥平 雅士 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 456 ―2：05．9	 74．2�
714 スズヨサムソン 牝3黒鹿54 村田 一誠鈴木与四郎氏 松永 康利 浦河 杵臼牧場 454 ―2：06．0� 12．8�
713 サ ル ガ ッ ソ 牝3鹿 54 横山 典弘岡田 壮史氏 和田 正道 新ひだか 岡田スタツド 438 ― 〃 アタマ 30．6
47 ヴァペンシエロ 牝3鹿 54 吉田 豊加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 422 ―2：06．1クビ 182．4�
815 キ ン グ リ オ 牡3鹿 56 戸崎 圭太窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 532 ―2：06．31� 5．1�
11 コアレスフェーブル 牝3鹿 54 嶋田 純次小林 昌志氏 武井 亮 平取 雅 牧場 428 ―2：06．51� 89．2�
59 ワイドリーザワン 牡3黒鹿56 F．ベリー 坂本 浩一氏 勢司 和浩 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472 ―2：06．6	 4．2�
（愛）

36 メイローゼズ 牝3栗 54 北村 宏司千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 480 ―2：06．7� 36．1�
611 ダンスオンザワルツ 牡3栗 56 田中 勝春的場 徹氏 古賀 慎明 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 504 ―2：08．310 41．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，485，100円 複勝： 34，645，100円 枠連： 19，762，000円
馬連： 61，650，900円 馬単： 32，272，300円 ワイド： 27，828，500円
3連複： 61，435，400円 3連単： 83，924，000円 計： 348，003，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，980円 複 勝 � 530円 � 330円 � 420円 枠 連（4－6） 5，820円

馬 連 �� 13，100円 馬 単 �� 23，680円

ワ イ ド �� 3，380円 �� 4，230円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 44，560円 3 連 単 ��� 366，530円

票 数

単勝票数 計 264851 的中 � 10662（7番人気）
複勝票数 計 346451 的中 � 16482（7番人気）� 29166（5番人気）� 21505（6番人気）
枠連票数 計 197620 的中 （4－6） 2630（20番人気）
馬連票数 計 616509 的中 �� 3647（38番人気）
馬単票数 計 322723 的中 �� 1022（72番人気）
ワイド票数 計 278285 的中 �� 2111（36番人気）�� 1677（41番人気）�� 4311（16番人気）
3連複票数 計 614354 的中 ��� 1034（119番人気）
3連単票数 計 839240 的中 ��� 166（869番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―13．7―13．2―13．9―12．9―12．3―11．7―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．8―37．5―50．7―1：04．6―1：17．5―1：29．8―1：41．5―1：52．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F35．1
1
3
1，2－16（4，8）3（10，12）（6，13）（5，14）（9，15）7，11・（1，2）16（4，3，8）12，10（13，15）（5，9）（6，7，14）－11

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ギ ン ガ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Seattle Slew 初出走

2012．2．10生 牡3鹿 母 ポニーガール 母母 ルーズブルーマーズ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 クオリアンカ号・クリッパールート号・ダイワエクシード号・トーセンパンサー号・パームリーフ号・

フォルタレッサ号
※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。



00091 1月24日 晴 重 （27中山1）第8日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時25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
1：08．7
1：08．7

重
重

36 チュウワベイビー 牝4芦 54
51 ▲石川裕紀人中西 忍氏 栗田 徹 日高 若林 武雄 460± 01：11．5 7．3�

815 キャレモンショコラ 牝4鹿 54 北村 宏司吉田 和美氏 木村 哲也 日高 広中 稔 488＋ 81：11．6� 5．3�
611 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 496＋ 21：11．7� 3．4�
48 ニシノラピート 牝4栗 54 田辺 裕信西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 B470± 01：11．8� 17．9�
23 ロマネクイーン 牝5鹿 55 武士沢友治村田 哲朗氏 蛯名 利弘 新ひだか 上野 正恵 B476＋121：12．22� 71．0�
612 マハーシュリー 牝4黒鹿54 横山 典弘高橋 一恵氏 武藤 善則 新ひだか 土田 扶美子 444－ 21：12．41� 33．4�
59 ヤマニンアタシャン 牝4鹿 54 戸崎 圭太土井 肇氏 菊沢 隆徳 新冠 錦岡牧場 422－ 41：12．5� 5．3	
713 ナムラビジン 牝5鹿 55 田中 勝春奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 B488＋ 61：12．71 73．3

816 ポークチョップ 牝5鹿 55 江田 照男鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 B468＋10 〃 アタマ 45．1�
24 アルテミシア 牝5鹿 55 横山 和生岡田 牧雄氏 古賀 史生 新ひだか 小河 豊水 B484－ 21：12．8� 51．8�
11 サクラディソール 牝5鹿 55 F．ベリー さくらコマース尾関 知人 千歳 社台ファーム 442＋ 21：13．01� 8．8�

（愛）

47 デサフィナード 牝4鹿 54 大庭 和弥�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 440± 0 〃 ハナ 197．1�
714 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 460＋ 21：13．1� 8．9�
12 プリティーキャロル 牝5芦 55 柴田 善臣伊東 純一氏 大江原 哲 新ひだか タツヤファーム 474＋201：14．05 38．6�
510 ラ ド ゥ ガ 牝5鹿 55 中舘 英二�浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 456＋ 21：14．42� 32．3�
35 レディーピンク 牝5鹿 55 柴田 大知小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 原 達也 B452± 01：15．25 104．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，558，500円 複勝： 53，211，700円 枠連： 19，584，500円
馬連： 84，879，700円 馬単： 38，843，600円 ワイド： 42，832，800円
3連複： 94，035，600円 3連単： 124，138，900円 計： 491，085，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 190円 � 190円 � 160円 枠 連（3－8） 2，500円

馬 連 �� 2，490円 馬 単 �� 6，100円

ワ イ ド �� 840円 �� 510円 �� 550円

3 連 複 ��� 3，090円 3 連 単 ��� 25，510円

票 数

単勝票数 計 335585 的中 � 36288（4番人気）
複勝票数 計 532117 的中 � 67978（4番人気）� 70245（3番人気）� 90120（1番人気）
枠連票数 計 195845 的中 （3－8） 6054（13番人気）
馬連票数 計 848797 的中 �� 26403（10番人気）
馬単票数 計 388436 的中 �� 4769（26番人気）
ワイド票数 計 428328 的中 �� 12626（12番人気）�� 22161（2番人気）�� 20321（5番人気）
3連複票数 計 940356 的中 ��� 22786（7番人気）
3連単票数 計1241389 的中 ��� 3527（78番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．3―12．0―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．9―45．9―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チュウワベイビー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．11．16 東京5着

2011．4．23生 牝4芦 母 ベルネージュ 母母 ボ ー テ 11戦2勝 賞金 23，500，000円
※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 セトノブロッサム号
※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。

00092 1月24日 晴 重 （27中山1）第8日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時55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

811 ダノンミシガン 牡4芦 56 横山 典弘�ダノックス 久保田貴士 千歳 社台ファーム 494＋ 21：53．1 3．6�
55 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± 0 〃 ハナ 4．3�
810 ヴィルトグラーフ �5鹿 57 北村 宏司 �シルクレーシング 牧 光二 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 526± 01：53．2� 6．5�
33 アンヴェイルド 牡4鹿 56 三浦 皇成窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 494＋ 21：53．73 17．2�
78 マサノグリンベレー 牡4青 56 田辺 裕信中村 時子氏 小島 茂之 日高 道見牧場 504＋ 21：54．23 2．8	
11 � トーセンゴージャス 牡5黒鹿57 菅原 隆一島川 
哉氏 成島 英春 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 21：54．94 91．2�
79 エスティレジェンド 牝4黒鹿54 吉田 豊島川 
哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 444－ 21：55．1� 91．1�
66 アップルハウス 牡5青鹿57 平野 優新木 鈴子氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム 446＋ 21：55．52	 57．3
44 ジャズダンサー 牝5栃栗55 横山 和生�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 464＋ 21：57．2大差 150．4�
67 � バシニアティヴ 牝5栗 55 嘉藤 貴行石橋 英郎氏 高橋 義博 洞
湖 メジロ牧場 440－ 41：58．37 298．0�
22 ガ ヤ ル ド 牡4鹿 56 F．ベリー ホースアディクト高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 450＋ 42：57．2大差 7．1�

（愛）

（11頭）

売 得 金
単勝： 32，900，500円 複勝： 40，425，900円 枠連： 18，986，300円
馬連： 75，367，900円 馬単： 43，112，200円 ワイド： 30，821，900円
3連複： 73，203，000円 3連単： 146，097，900円 計： 460，915，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 140円 � 170円 枠 連（5－8） 440円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 310円 �� 380円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 5，210円

票 数

単勝票数 計 329005 的中 � 72230（2番人気）
複勝票数 計 404259 的中 � 81503（2番人気）� 74492（3番人気）� 54483（4番人気）
枠連票数 計 189863 的中 （5－8） 32782（2番人気）
馬連票数 計 753679 的中 �� 75099（3番人気）
馬単票数 計 431122 的中 �� 21380（6番人気）
ワイド票数 計 308219 的中 �� 26156（3番人気）�� 20320（5番人気）�� 19766（6番人気）
3連複票数 計 732030 的中 ��� 50127（3番人気）
3連単票数 計1460979 的中 ��� 20295（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―37．0―49．8―1：02．2―1：14．7―1：27．5―1：40．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンミシガン �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．7．21 福島3着

2011．4．16生 牡4芦 母 ミラクルワウ 母母 トリプルワウ 9戦2勝 賞金 19，800，000円
〔制裁〕 ガヤルド号の調教師高橋文雅は，競走中に同馬の鞍が変位したことについて過怠金50，000円。
〔その他〕 ガヤルド号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。

ガヤルド号は，競走中に同馬の鞍が変位したため，「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〕 バシニアティヴ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年2月24日まで平地競

走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



00093 1月24日 晴 良 （27中山1）第8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 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
1：44．9
1：43．9

良
良

811 ルナプロスペクター 牡3鹿 56 F．ベリー �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 448＋ 41：48．5 9．3�
（愛）

810 コティニャック 牡3青鹿56 北村 宏司伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン
牧場 494－ 61：48．71� 7．2�

66 エ イ ム ハ イ 牡3鹿 56 戸崎 圭太前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 478± 0 〃 クビ 2．6�

33 エ ミ ネ ス ク 牡3栗 56 田中 勝春 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 496± 01：48．8� 3．3�
44 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 480－ 41：48．9	 36．0	
67 ムーンマジェスティ 牡3栗 56 石橋 脩伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 千代田牧場 428＋ 8 〃 ハナ 56．0

55 ペルセヴェランテ 牡3黒鹿56 横山 典弘 �シルクレーシング 国枝 栄 新冠 村上 欽哉 492＋101：49．11� 5．5�
79 ストリートキャップ 牡3芦 56 柴山 雄一 �ローレルレーシング 斎藤 誠 新冠 佐藤 信広 466± 01：49．52� 17．4�
11 サブライムカイザー 牡3鹿 56 G．ブノワ �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 492－ 2 〃 クビ 30．0
（仏）

22 ライトザライト 牝3鹿 54 大庭 和弥グリーンスウォード高市 圭二 新冠 競優牧場 466－ 41：49．81	 264．2�
78 シゲルケンカヤマ 牡3栗 56 柴田 大知森中 蕃氏 和田 雄二 浦河 馬道 繁樹 478＋141：50．86 102．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 44，689，300円 複勝： 52，187，100円 枠連： 20，616，300円
馬連： 104，346，800円 馬単： 56，770，000円 ワイド： 42，743，700円
3連複： 110，101，200円 3連単： 216，120，300円 計： 647，574，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 220円 � 190円 � 120円 枠 連（8－8） 2，490円

馬 連 �� 3，300円 馬 単 �� 6，560円

ワ イ ド �� 810円 �� 540円 �� 410円

3 連 複 ��� 2，960円 3 連 単 ��� 24，610円

票 数

単勝票数 計 446893 的中 � 38202（5番人気）
複勝票数 計 521871 的中 � 49301（5番人気）� 59912（4番人気）� 144663（1番人気）
枠連票数 計 206163 的中 （8－8） 6399（9番人気）
馬連票数 計1043468 的中 �� 24457（12番人気）
馬単票数 計 567700 的中 �� 6490（28番人気）
ワイド票数 計 427437 的中 �� 12879（11番人気）�� 20314（6番人気）�� 28109（4番人気）
3連複票数 計1101012 的中 ��� 27815（9番人気）
3連単票数 計2161203 的中 ��� 6366（89番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．8―36．9―48．9―1：00．7―1：13．1―1：24．8―1：36．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ルナプロスペクター �
�
父 カ ン パ ニ ー �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2014．10．5 新潟2着

2012．4．26生 牡3鹿 母 ムーンフェイズ 母母 アフターザサン 3戦2勝 賞金 18，059，000円
〔制裁〕 エイムハイ号の騎手戸崎圭太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成27年1月31日から平成27年2月1日

まで騎乗停止。（被害馬：3番）
※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。

00094 1月24日 晴 重 （27中山1）第8日 第10競走 ��
��1，200�

はつがすみ

初 霞 賞
発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

510 コーリンギデオン 牡6鹿 57 横山 和生伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 484－ 21：11．1 15．3�
48 � ヴィクタシア 牝6黒鹿55 江田 照男前原 敏行氏 千田 輝彦 米 Dr. Masa-

take Iida B508－ 2 〃 クビ 3．6�
24 フィールザラブ 牝6栗 55 G．ブノワ 櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 436＋ 21：11．2クビ 26．1�

（仏）

612 シベリアンスオード 牡5栗 57 F．ベリー 藤田 在子氏 萱野 浩二 新冠 山岡牧場 528－10 〃 アタマ 8．5�
（愛）

59 ミステリートレイン 牡7鹿 57 三浦 皇成金子真人ホール
ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 520± 01：11．3クビ 6．6�

611 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 492＋ 41：11．51	 6．7	

815 セイウンチカラ 牡5鹿 57 北村 宏司西山 茂行氏 須貝 尚介 浦河 高昭牧場 500＋ 2 〃 クビ 5．8

36 ツインキャンドル 牝4鹿 54 戸崎 圭太�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 444－ 4 〃 ハナ 11．4�
47 エトルアンフルール 牝5栗 55 柴山 雄一村山 卓也氏 高柳 瑞樹 新ひだか 有限会社石川牧場 484－ 41：11．71	 33．0
12 ボウマンミル 牡5青鹿57 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B518＋ 21：12．01
 32．8�
714� トレノソルーテ �9鹿 57 中舘 英二戸賀 智子氏 田村 康仁 新冠 川上牧場 526＋10 〃 ハナ 47．2�
816 アグネスチャンス 牝5黒鹿55 横山 典弘渡辺公美子氏 森 秀行 浦河 高松牧場 460－161：12．1
 22．2�
11 ザストロンシチー 牡7鹿 57 柴田 大知 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 富川田中牧場 490＋ 61：12．31 161．7�
35 � シ ャ ラ ク 牡4鹿 56 石橋 脩林 正道氏 二ノ宮敬宇 米 Mike

Abraham 514＋ 61：12．4クビ 55．3�
23 � ピュアアイズ 牝5鹿 55 松岡 正海�山際牧場 松永 康利 新ひだか 山際牧場 480± 01：13．57 59．7�
713 ヴァンフレーシュ 牝5鹿 55 吉田 豊吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 476－ 61：13．6 30．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，149，300円 複勝： 74，160，300円 枠連： 42，041，900円
馬連： 151，503，100円 馬単： 67，571，000円 ワイド： 67，250，600円
3連複： 178，566，400円 3連単： 250，336，500円 計： 876，579，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，530円 複 勝 � 390円 � 170円 � 580円 枠 連（4－5） 730円

馬 連 �� 2，920円 馬 単 �� 7，630円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 4，070円 �� 2，000円

3 連 複 ��� 21，730円 3 連 単 ��� 128，350円

票 数

単勝票数 計 451493 的中 � 23557（7番人気）
複勝票数 計 741603 的中 � 44208（7番人気）� 148569（1番人気）� 27738（8番人気）
枠連票数 計 420419 的中 （4－5） 44376（1番人気）
馬連票数 計1515031 的中 �� 40131（11番人気）
馬単票数 計 675710 的中 �� 6640（28番人気）
ワイド票数 計 672506 的中 �� 15507（11番人気）�� 4163（47番人気）�� 8653（22番人気）
3連複票数 計1785664 的中 ��� 6162（67番人気）
3連単票数 計2503365 的中 ��� 1414（414番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．3―11．9―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．1―46．0―58．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F37．0
3 15，5（6，13）（7，8，12）（3，4，9）（1，16）（10，14）－（2，11） 4 15，5（7，6）（8，13）12（3，4）9（1，10）（2，16，11）14

勝馬の
紹 介

コーリンギデオン �
�
父 オンファイア �

�
母父 ミシックトライブ デビュー 2011．11．6 東京7着

2009．4．23生 牡6鹿 母 コーリンラヴィアン 母母 コーリンビビアン 33戦4勝 賞金 69，276，000円
〔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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 イキ号・ウインプロスパー号・シークレットアーム号・マンリー号
※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。追 加 記 事（第 1回中山競馬第 7日第 2競走）

〔その他〕　　レアルイモン号は，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。



00095 1月24日 晴 重 （27中山1）第8日 第11競走 ��
��1，800�アレキサンドライトステークス

発走15時35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 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
1：48．5
1：47．8

重
重

612 ベルゲンクライ 牡5芦 57 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社
大原ファーム B486＋ 61：51．5 7．3�

816 ショウナンアポロン 牡5鹿 57 G．ブノワ 国本 哲秀氏 古賀 史生 洞�湖 メジロ牧場 B510± 01：51．71 114．1�
（仏）

23 リ ッ カ ル ド 	4芦 56 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 494＋ 21：52．02 5．8�
713 エ ル マ ン ボ 牡5青鹿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 540＋ 8 〃 アタマ 3．7�

（愛）

24 ヴァンガード 	6鹿 57 松岡 正海 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 500－ 4 〃 クビ 6．7�

815 ヴォルケンクラッツ 牡4黒鹿56 三浦 皇成 �シルクレーシング 平田 修 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 548＋20 〃 ハナ 10．7	

48 サンバビーン 牝5鹿 55 武士沢友治岡田 隆寛氏 石栗 龍彦 新ひだか 岡田牧場 498＋ 21：52．21
 164．2

36 コスモシャンハイ 牡6鹿 57 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 尾関 知人 日高 庫宝牧場 B506＋ 21：52．62� 67．9�
11 � グレイレジェンド 牡7芦 57 木幡 初広小野 博郷氏 松永 幹夫 新ひだか 稲葉牧場 480＋ 2 〃 ハナ 39．7�
510 アドマイヤジャコモ 牡7鹿 57 田中 勝春近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 500± 01：52．92 111．9
714 マイネルバウンス 牡6栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 496± 01：53．0� 6．0�
12 ギャザーロージズ 	8芦 57 柴山 雄一吉田 勝己氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 490＋ 61：53．1� 47．4�
47 テ ン ペ ル 牡7黒鹿57 横山 和生山本 英俊氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 488－ 21：53．52� 63．2�
611� ダイヤノゲンセキ 	7黒鹿57 柴田 善臣 �ダイヤモンドファーム 坂口 正則 浦河 ダイヤモンドファーム 526± 01：53．92� 34．2�
35 スプリングシーズン 牡7鹿 57 石橋 脩 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 524－121：54．1 12．3�
59 ティアップレーヴ 牝5芦 55 江田 照男田中 昇氏 高木 登 日高 大江牧場 492＋ 41：54．73� 16．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 65，848，500円 複勝： 106，224，600円 枠連： 81，212，100円
馬連： 294，771，000円 馬単： 129，722，800円 ワイド： 107，709，100円
3連複： 360，747，200円 3連単： 560，347，000円 計： 1，706，582，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 250円 � 2，820円 � 220円 枠 連（6－8） 3，210円

馬 連 �� 57，990円 馬 単 �� 91，090円

ワ イ ド �� 13，280円 �� 970円 �� 11，330円

3 連 複 ��� 131，910円 3 連 単 ��� 990，850円

票 数

単勝票数 計 658485 的中 � 71511（5番人気）
複勝票数 計1062246 的中 � 118484（5番人気）� 7661（15番人気）� 148524（3番人気）
枠連票数 計 812121 的中 （6－8） 19561（12番人気）
馬連票数 計2947710 的中 �� 3939（85番人気）
馬単票数 計1297228 的中 �� 1068（156番人気）
ワイド票数 計1077091 的中 �� 2039（84番人気）�� 30099（9番人気）�� 2392（75番人気）
3連複票数 計3607472 的中 ��� 2051（243番人気）
3連単票数 計5603470 的中 ��� 410（1557番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．0―12．0―12．3―12．8―12．7―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．1―48．1―1：00．4―1：13．2―1：25．9―1：38．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ベルゲンクライ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Balleroy デビュー 2012．12．16 中山6着

2010．4．21生 牡5芦 母 フ ェ ス ト ネ 母母 Tokyo Girl 33戦4勝 賞金 54，648，000円
〔制裁〕 ベルゲンクライ号の騎手吉田豊は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 キープインタッチ号・ドラゴンピース号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

00096 1月24日 晴 良 （27中山1）第8日 第12競走 ��
��2，000�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 10，500，000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

44 テスタメント 牡4鹿 56 杉原 誠人田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 434＋ 42：00．9 5．6�
11 ツクバアズマオー 牡4鹿 56 吉田 豊荻原 昭二氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 464＋ 22：01．11� 4．3�
22 コスモスターター 牝5栗 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 鈴木 康弘 新冠 ビッグレッドファーム 432＋ 62：01．2	 36．0�
68 レイヌドネージュ 牝5鹿 55 横山 典弘 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 492＋ 2 〃 クビ 6．8�
33 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 484－ 42：01．41� 2．8�
67 コスモユウチャン 牡6鹿 57 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新ひだか 中村 和夫 476－ 42：01．5
 153．9	
56 � 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

480＋ 2 〃 アタマ 8．4

55 モンプレジール 牡5鹿 57 江田 照男平田 修氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 B456＋ 2 〃 ハナ 116．0�
812 バンスタンウォルツ �7鹿 57 柴山 雄一山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 488＋102：01．6	 25．6�
811 セレブリティモデル 牝5黒鹿55 F．ベリー �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 494－ 82：01．7
 13．3

（愛）

710 ハ ツ ガ ツ オ 牝4鹿 54 武士沢友治江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 500＋ 22：01．8クビ 23．0�
79 カ ー バ 牡6青鹿 57

54 ▲石川裕紀人�ターフ・スポート和田 雄二 浦河 市川フアーム 500＋202：02．43	 41．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 49，841，000円 複勝： 61，241，800円 枠連： 28，886，400円
馬連： 117，787，200円 馬単： 66，535，400円 ワイド： 49，062，100円
3連複： 125，024，900円 3連単： 232，536，500円 計： 730，915，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 230円 � 170円 � 710円 枠 連（1－4） 1，370円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 2，710円

ワ イ ド �� 500円 �� 2，530円 �� 2，240円

3 連 複 ��� 9，870円 3 連 単 ��� 38，980円

票 数

単勝票数 計 498410 的中 � 70520（3番人気）
複勝票数 計 612418 的中 � 69677（4番人気）� 116054（2番人気）� 17125（9番人気）
枠連票数 計 288864 的中 （1－4） 16245（6番人気）
馬連票数 計1177872 的中 �� 66274（5番人気）
馬単票数 計 665354 的中 �� 18367（9番人気）
ワイド票数 計 490621 的中 �� 27143（4番人気）�� 4756（29番人気）�� 5405（25番人気）
3連複票数 計1250249 的中 ��� 9494（33番人気）
3連単票数 計2325365 的中 ��� 4324（125番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―36．4―48．3―1：01．0―1：13．0―1：25．0―1：37．0―1：48．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テスタメント �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2013．10．12 東京1着

2011．4．13生 牡4鹿 母 ブラックエンブレム 母母 ヴァンドノワール 8戦3勝 賞金 32，825，000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8日 1月24日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
重

競走回数 12回 出走頭数 177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

191，670，000円
2，080，000円
9，980，000円
1，420，000円
17，190，000円
70，193，500円
4，576，000円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
430，579，800円
623，834，200円
314，497，000円
1，171，062，800円
593，598，100円
520，867，300円
1，339，356，000円
2，087，208，300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 7，081，003，500円

総入場人員 17，511名 （有料入場人員 16，136名）
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