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00097 1月25日 晴 重 （27中山1）第9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）

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 パイナワレア 牝3栗 54 蛯名 正義山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 464－ 21：12．6 4．9�

11 ス ズ ダ リ ア 牝3鹿 54 後藤 浩輝小紫惠美子氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 458－ 41：12．7� 11．2�
35 ツウローゼズ 牝3黒鹿54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 樋渡 志尚 444－ 21：12．91� 23．2�
815 ペイシャンスパイ 牝3鹿 54 柴山 雄一北所 直人氏 菅原 泰夫 新冠 隆栄牧場 B452－161：13．43 46．2�
23 トリアンドルス 牝3栗 54 内田 博幸ディアレスト 松山 将樹 浦河 小島牧場 452－ 41：13．82� 2．2�
713 ノーブルマーキュリ 牝3栗 54 吉田 豊吉木 伸彦氏 水野 貴広 新冠 長浜 忠 418－ 21：14．11� 49．9�
36 ショーピース 牝3栗 54 柴田 善臣伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 398－ 6 〃 クビ 15．5	
611 ラブテンダー 牝3黒鹿54 丸田 恭介増田 陽一氏 和田 雄二 新冠 新冠橋本牧場 500＋ 61：14．3� 15．6

816 ベ リ サ マ 牝3黒鹿54 柴田 大知ホースアディクト伊藤 大士 新冠 平山牧場 446＋ 81：14．4クビ 21．2�
12 ニシノアンジュ 牝3栗 54

51 ▲石川裕紀人西村 亮二氏 武井 亮 新ひだか 米田牧場 450＋ 61：14．61� 8．0�
714 キ ン カ チ ャ 牝3芦 54 嘉藤 貴行鈴木 照雄氏 田島 俊明 新ひだか グローリーファーム 440＋ 2 〃 クビ 299．3
59 プリンセスケイ 牝3黒鹿54 北村 宏司井手 慶祐氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 444＋ 2 〃 ハナ 22．1�
24 ハ ル ダ ヨ リ 牝3栗 54 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 清水 英克 新冠 三村 卓也 444＋ 21：14．7� 19．1�
612 ビレッジキャロル 牝3鹿 54 丸山 元気村山 浩伸氏 高橋 文雅 新冠 川島牧場 458＋ 21：15．01� 331．7�
47 ポインテッドラン 牝3黒鹿54 松岡 正海冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 462± 01：15．31� 70．3�
48 オレンジガーネット 牝3鹿 54 三浦 皇成庄野 昭彦氏 中川 公成 日高 庄野牧場 408－ 61：15．51� 188．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，377，400円 複勝： 43，241，700円 枠連： 19，628，200円
馬連： 67，605，200円 馬単： 37，658，400円 ワイド： 34，605，300円
3連複： 86，888，800円 3連単： 118，775，100円 計： 434，780，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 210円 � 230円 � 530円 枠 連（1－5） 1，090円

馬 連 �� 2，600円 馬 単 �� 4，710円

ワ イ ド �� 860円 �� 1，070円 �� 2，210円

3 連 複 ��� 11，730円 3 連 単 ��� 45，320円

票 数

単勝票数 計 263774 的中 � 42332（2番人気）
複勝票数 計 432417 的中 � 58575（2番人気）� 51351（4番人気）� 17740（8番人気）
枠連票数 計 196282 的中 （1－5） 13950（4番人気）
馬連票数 計 676052 的中 �� 20114（9番人気）
馬単票数 計 376584 的中 �� 5996（14番人気）
ワイド票数 計 346053 的中 �� 10579（7番人気）�� 8393（11番人気）�� 3898（25番人気）
3連複票数 計 868888 的中 ��� 5551（32番人気）
3連単票数 計1187751 的中 ��� 1900（132番人気）

ハロンタイム 11．7―10．8―11．8―12．7―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．5―34．3―47．0―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パイナワレア �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2014．7．6 福島5着

2012．3．24生 牝3栗 母 バクシンスクリーン 母母 サンデースクリーン 5戦1勝 賞金 6，700，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 トウカイストラーダ号
（非抽選馬） 1頭 スリーキーノート号

00098 1月25日 晴 重 （27中山1）第9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

59 コスモバーダン 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 浦河 大西ファーム 498± 01：56．1 33．1�
714 ヤマチョウタンゴ 牡3鹿 56 蛯名 正義長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 494－ 2 〃 クビ 3．5�
510 ドラゴンパイロ 牡3青鹿56 吉田 豊窪田 康志氏 大久保洋吉 浦河 �川 啓一 530± 01：56．41� 3．9�
816 ロマンホープ 牡3黒鹿56 柴田 善臣菅 實氏 石毛 善彦 新ひだか 友田牧場 438－ 21：56．72 43．4�
815 ヤマニンバリトン 牡3栗 56 F．ベリー 土井 肇氏 黒岩 陽一 浦河 廣田 伉助 492＋ 61：56．91 14．0�

（愛）

12 オトメチャン 牝3鹿 54 丸山 元気島田 久氏 高柳 瑞樹 新ひだか 野坂牧場 502－ 41：57．21� 243．6	
713 トミケンチャダル 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人冨樫 賢二氏 武市 康男 新ひだか 服部 牧場 B470－181：57．51� 179．7

35 オ ケ ア ノ ス 牡3鹿 56 内田 博幸清水 敏氏 南田美知雄 浦河 ミルファーム 514－ 21：58．03 3．1�
612 フクノドービル 牡3鹿 56 的場 勇人福島 祐子氏 的場 均 日高 三輪牧場 488＋ 6 〃 クビ 285．4�
47 ダノンウルフ 牡3芦 56 後藤 浩輝ダノックス 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 466± 01：58．1� 6．7�
11 ベ ン ガ ル 牡3鹿 56 北村 宏司吉田 和美氏 高柳 瑞樹 浦河 杵臼牧場 474＋201：58．42 15．6�
36 チェリーポセイドン 牡3栗 56 嘉藤 貴行櫻井 悦朗氏 大和田 成 浦河 北俣 牧夫 464＋10 〃 ハナ 109．0�
611 ブラウンウィナー 牝3栗 54 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 508＋ 61：58．93 195．5�
23 トラストルシファー 牝3鹿 54 三浦 皇成菅波 雅巳氏 高橋 文雅 新冠 松浦牧場 464＋ 42：00．49 35．2�
48 ベリサリウス 牡3青鹿56 嶋田 純次髙橋 益秀氏 水野 貴広 新ひだか 下屋敷牧場 500± 02：00．93 536．7�
24 ハタノソルプレーザ 牡3鹿 56 柴山 雄一 �グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 466－ 42：04．7大差 158．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，791，900円 複勝： 44，253，400円 枠連： 16，725，700円
馬連： 70，142，600円 馬単： 39，956，100円 ワイド： 34，495，500円
3連複： 84，713，200円 3連単： 122，716，900円 計： 442，795，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，310円 複 勝 � 700円 � 170円 � 160円 枠 連（5－7） 640円

馬 連 �� 4，840円 馬 単 �� 12，220円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 1，050円 �� 340円

3 連 複 ��� 3，200円 3 連 単 ��� 34，330円

票 数

単勝票数 計 297919 的中 � 7190（7番人気）
複勝票数 計 442534 的中 � 11489（7番人気）� 76373（3番人気）� 85833（2番人気）
枠連票数 計 167257 的中 （5－7） 19985（3番人気）
馬連票数 計 701426 的中 �� 11226（15番人気）
馬単票数 計 399561 的中 �� 2452（39番人気）
ワイド票数 計 344955 的中 �� 5715（16番人気）�� 8003（12番人気）�� 29225（3番人気）
3連複票数 計 847132 的中 ��� 19799（11番人気）
3連単票数 計1227169 的中 ��� 2591（107番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―13．0―13．3―12．9―12．7―12．5―13．1―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―37．6―50．9―1：03．8―1：16．5―1：29．0―1：42．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．6
1
3
・（5，9）11（1，10，14）－7－（2，8）（6，15）13（3，16）12＝4・（5，9，14）11（1，10，7）－15（3，13）（6，8，16）－12＝2＝4

2
4

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

勝馬の
紹 介

コスモバーダン �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2014．9．14 新潟6着

2012．4．21生 牡3鹿 母 レディラック 母母 ビビットダンサー 6戦1勝 賞金 5，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハタノソルプレーザ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年2月25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９日



00099 1月25日 晴 重 （27中山1）第9日 第3競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

35 トゥルーウインド 牡3栗 56 C．デムーロ �社台レースホース田中 剛 安平 追分ファーム 460－ 61：56．1 8．0�
（仏）

47 ツクバスマイル 牝3青鹿54 蛯名 正義荻原 昭二氏 尾形 充弘 平取 清水牧場 502－ 6 〃 クビ 10．3�
816� 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 474－ 21：56．2� 8．8�
（愛）

714 パ ヴ ォ ー ネ 牡3黒鹿56 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 528＋101：56．73 15．9�
59 メイショウフェイク 牡3鹿 56 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 512－121：56．91� 2．7�
36 クラウンリバティー 牡3鹿 56 北村 宏司矢野 恭裕氏 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 B490－ 41：57．0クビ 12．1	
12 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± 01：57．95 48．0

23 マイネルヴォーダン 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新ひだか 三木田牧場 508＋ 2 〃 クビ 5．3�
48 スギノクレステージ 牡3黒鹿56 松岡 正海杉山 忠国氏 武市 康男 新ひだか タイヘイ牧場 524＋ 81：58．53� 353．8
24 � ショウナンアイ 牝3栗 54 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 米 Padua Sta-

bles, LLC 464－ 2 〃 クビ 6．7�
815 ヒロノドラム 牡3黒鹿56 田辺 裕信田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 元茂牧場 474－ 41：58．81� 147．3�
612 ディアスプレッド 牡3鹿 56 三浦 皇成ディアレスト 新開 幸一 青森 山内牧場 B506－101：59．22� 219．1�
510 ジ ャ ン ゴ 牡3黒鹿56 木幡 初広 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 480＋101：59．62� 100．5�
713 スウォードワン 牡3栗 56 石橋 脩千明牧場 武藤 善則 浦河 千明牧場 B470＋ 22：00．02� 216．3�
11 ス パ ツ ィ オ 牡3黒鹿 56

53 ▲石川裕紀人�辻牧場 上原 博之 浦河 辻 牧場 464－ 82：01．59 130．0�
611 シグラップジュエル 牝3芦 54 的場 勇人杉浦 和也氏 的場 均 新ひだか 田中 裕之 414＋122：02．67 117．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，257，200円 複勝： 46，786，700円 枠連： 21，006，500円
馬連： 75，042，100円 馬単： 41，102，700円 ワイド： 36，314，400円
3連複： 81，925，300円 3連単： 116，323，200円 計： 451，758，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 250円 � 390円 � 310円 枠 連（3－4） 3，460円

馬 連 �� 5，790円 馬 単 �� 10，520円

ワ イ ド �� 1，780円 �� 1，010円 �� 2，060円

3 連 複 ��� 15，390円 3 連 単 ��� 88，490円

票 数

単勝票数 計 332572 的中 � 33252（4番人気）
複勝票数 計 467867 的中 � 52388（4番人気）� 28981（7番人気）� 39040（6番人気）
枠連票数 計 210065 的中 （3－4） 4697（12番人気）
馬連票数 計 750421 的中 �� 10031（22番人気）
馬単票数 計 411027 的中 �� 2930（46番人気）
ワイド票数 計 363144 的中 �� 5200（24番人気）�� 9472（13番人気）�� 4472（27番人気）
3連複票数 計 819253 的中 ��� 3990（51番人気）
3連単票数 計1163232 的中 ��� 953（293番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．8―13．4―12．9―12．4―12．8―13．4―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―37．2―50．6―1：03．5―1：15．9―1：28．7―1：42．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．6―3F40．2
1
3
・（1，4）（5，7）14，13，16，6（3，15）（9，11，12）－10，2，8・（4，7，16）14，5（1，15）－（13，3，8）（9，12）（6，2）－10，11

2
4

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

トゥルーウインド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2015．1．4 中山4着

2012．1．25生 牡3栗 母 レールマラン 母母 Lite Light 2戦1勝 賞金 5，900，000円
〔制裁〕 ツクバスマイル号の騎手蛯名正義は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スパツィオ号・シグラップジュエル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年2月

25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 サンフィアクル号
※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。

00100 1月25日 晴 重 （27中山1）第9日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時30分 （ダート・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

815 ニットウスバル 牡3鹿 56 柴田 善臣�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 516 ―1：13．1 19．5�
510 キリョウヨシ 牝3鹿 54 江田 照男北所 直人氏 菅原 泰夫 新ひだか 藤原牧場 484 ―1：13．84 26．2�
714 プルミエプリ 牡3栗 56 後藤 浩輝�石田牧場 松永 康利 新冠 石田牧場 452 ―1：14．01 32．2�
713 ハクサンゲイン 牡3栗 56 伊藤 工真篠﨑 恒雄氏 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム 454 ―1：14．1� 97．3�
612 エイコオアルバ 牡3鹿 56 柴山 雄一木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 522 ―1：14．2クビ 9．9�
48 カ オ ス 牡3鹿 56 岩田 康誠池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 518 ― 〃 ハナ 8．9	
35 フクノアングレーム 牡3栗 56 松岡 正海福島 祐子氏 蛯名 利弘 新ひだか 嶋田牧場 488 ―1：14．51� 13．5

36 � パラダイスガーデン 牝3栗 54 蛯名 正義岡田 牧雄氏 栗田 博憲 米 Crossroads

Farm, LLC 460 ― 〃 クビ 2．0�
23 シャルウィダンス 牝3鹿 54 田辺 裕信三ツ矢組合 岩戸 孝樹 新ひだか 金舛 幸夫 430 ―1：15．13� 65．7�
11 トウショウバンディ 牡3栗 56 丸田 恭介トウショウ産業 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 494 ―1：15．52� 75．5�
59 サンライズシーズン 牡3栗 56 丸山 元気松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 新冠 松本 信行 448 ― 〃 クビ 6．0�
24 ノ バ ラ 牝3青鹿54 北村 宏司タイヘイ牧場 国枝 栄 新ひだか タイヘイ牧場 448 ― 〃 ハナ 10．6�
47 リ ナ シ ー タ 牝3鹿 54 的場 勇人�髙昭牧場 伊藤 伸一 浦河 野村 正 420 ―1：17．3大差 217．7�
12 サンマルグロウ 牝3黒鹿54 柴田 大知相馬 勇氏 佐藤 吉勝 青森 山内牧場 402 ―1：17．51 33．0�
816 カ フ ェ ラ テ 牝3黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人 グリーンファーム久保田貴士 千歳 社台ファーム 416 ―1：17．6クビ 39．8�
611 ケージーモンロー 牝3鹿 54 嶋田 純次川井 五郎氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 472 ― （競走中止） 251．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，640，500円 複勝： 36，949，300円 枠連： 19，073，900円
馬連： 58，482，900円 馬単： 34，731，600円 ワイド： 30，375，300円
3連複： 63，761，100円 3連単： 92，713，100円 計： 365，727，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，950円 複 勝 � 480円 � 870円 � 850円 枠 連（5－8） 1，850円

馬 連 �� 21，030円 馬 単 �� 44，750円

ワ イ ド �� 5，990円 �� 4，490円 �� 6，680円

3 連 複 ��� 109，420円 3 連 単 ��� 646，310円

票 数

単勝票数 計 296405 的中 � 12103（7番人気）
複勝票数 計 369493 的中 � 21532（7番人気）� 10950（10番人気）� 11252（9番人気）
枠連票数 計 190739 的中 （5－8） 7968（9番人気）
馬連票数 計 584829 的中 �� 2155（52番人気）
馬単票数 計 347316 的中 �� 582（108番人気）
ワイド票数 計 303753 的中 �� 1307（56番人気）�� 1753（44番人気）�� 1171（58番人気）
3連複票数 計 637611 的中 ��� 437（223番人気）
3連単票数 計 927131 的中 ��� 104（1235番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．6―12．3―13．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．7―47．0―1：00．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．4
3 ・（4，9，10）（6，12，14）－（2，13）3－5，7－15，1，8＝16 4 ・（4，9，10）14（6，12）－13，2，3－5－15，7－8，1＝16

勝馬の
紹 介

ニットウスバル �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 エイシンサンディ 初出走

2012．5．17生 牡3鹿 母 エイシンサーメット 母母 エイシンスポーケン 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔競走中止〕 ケージーモンロー号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
※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 アポロビショップ号・オブストラクション号・キョウエイヒーロー号・デルフト号・ニホンピロラブリー号・

ブルーミングランド号・レッドサクラ号



00101 1月25日 晴 良 （27中山1）第9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
1：57．8
1：56．1

良
良

12 キングカラカウア 牡3黒鹿56 C．デムーロ 窪田 芳郎氏 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 496－ 22：03．0 2．7�
（仏）

11 トーセンカナロア 牡3鹿 56 戸崎 圭太島川 �哉氏 小桧山 悟 洞�湖 レイクヴィラファーム 470＋ 22：03．1� 9．4�
24 スペキュロス 牡3鹿 56 柴田 善臣伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 496± 02：03．41� 4．2�
48 ニシノハッスル 牡3鹿 56 北村 宏司西山 茂行氏 古賀 慎明 浦河 高昭牧場 500＋ 42：03．61� 5．1�
35 ウインセイヴィア 牡3栗 56 松岡 正海�ウイン 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 462＋ 42：03．7� 195．5	
23 ジェイケイライアン 牡3鹿 56 G．ブノワ 小谷野次郎氏 古賀 慎明 新ひだか 藤川フアーム 476＋10 〃 クビ 36．1


（仏）

612 エッケザックス 牡3鹿 56 横山 典弘 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 438－ 62：04．12� 7．9�
59 ダンスアンドボイス 牝3鹿 54 丸田 恭介 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 460＋ 62：04．2クビ 253．2
815 ワンパクチョウサン 牡3青鹿56 F．ベリー �チョウサン 和田 正道 平取 坂東牧場 434－ 62：04．52 17．8�

（愛）

714 アンドトゥモロー 牝3鹿 54 岩田 康誠吉田 和子氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464＋ 42：04．6� 20．1�

713 ハヤブサライデン 牡3鹿 56 田辺 裕信�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 458－ 42：04．81 51．4�
47 シャドウスペル 牝3鹿 54 後藤 浩輝飯塚 知一氏 新開 幸一 浦河 成隆牧場 494＋ 4 〃 ハナ 89．6�
816 フェスタジュニーナ 牡3鹿 56 蛯名 正義 �社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 486＋ 62：05．11� 43．6�
510 スクリーンショット 牡3栗 56 内田 博幸桑畑 �信氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 440＋ 6 〃 アタマ 77．3�
36 コスモエルドール 牡3栗 56 嘉藤 貴行岡田 繁幸氏 黒岩 陽一 新冠 コスモヴューファーム 422± 02：05．41� 338．0�
611 コスモスピカ 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 浦河 秋場牧場 490± 02：05．61� 146．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，481，700円 複勝： 53，727，000円 枠連： 21，023，000円
馬連： 83，234，000円 馬単： 46，549，100円 ワイド： 41，514，400円
3連複： 91，400，100円 3連単： 131，979，200円 計： 506，908，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 230円 � 150円 枠 連（1－1） 1，580円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 550円 �� 280円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，940円 3 連 単 ��� 10，030円

票 数

単勝票数 計 374817 的中 � 110430（1番人気）
複勝票数 計 537270 的中 � 111307（1番人気）� 47349（5番人気）� 98045（3番人気）
枠連票数 計 210230 的中 （1－1） 10252（8番人気）
馬連票数 計 832340 的中 �� 40098（6番人気）
馬単票数 計 465491 的中 �� 14717（8番人気）
ワイド票数 計 415144 的中 �� 18122（5番人気）�� 42548（1番人気）�� 16997（6番人気）
3連複票数 計 914001 的中 ��� 35170（3番人気）
3連単票数 計1319792 的中 ��� 9534（17番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―12．9―12．2―13．3―13．1―12．5―11．7―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．0―36．9―49．1―1：02．4―1：15．5―1：28．0―1：39．7―1：51．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．5―3F35．0
1
3
1，5（2，6）（3，11）（8，4，7）13（9，10，14）15，12，16
1，5（2，6）（8，3）11（4，7，13）（9，12）10（16，14，15）

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

勝馬の
紹 介

キングカラカウア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．12．28 中山2着

2012．4．20生 牡3黒鹿 母 ジ タ ー ナ 母母 マ ル バ イ ユ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 スペキュロス号の騎手柴田善臣は，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

8日まで騎乗停止。（被害馬：6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 コイオス号
（非抽選馬） 1頭 ジャンピンウィナー号
※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。

00102 1月25日 晴 稍重 （27中山1）第9日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走12時50分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，馬齢重量
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

816 トーセンミッション 牡3栗 56 横山 典弘島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ
スティファーム B510－ 21：11．3 5．3�

714 トウショウカウント 牡3栗 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 486－ 41：11．72� 16．7�
611 メジャーフォルム 牝3栗 54 C．デムーロ �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム 446＋ 21：11．91� 2．7�

（仏）

59 ア ト ラ ン タ 牡3鹿 56 武士沢友治桐谷 茂氏 古賀 史生 新冠 高瀬牧場 538－ 41：12．32� 8．9	
47 サウスリュウセイ 牡3鹿 56 中舘 英二南波 壽氏 武藤 善則 浦河 高岸 順一 466± 0 〃 アタマ 9．1

35 サンクタリリアス 牝3芦 54 柴山 雄一�ミルファーム 田中 清隆 新冠 ラツキー牧場 464－ 21：12．4� 208．2�
48 コウソクコーナー 牡3鹿 56 柴田 大知野﨑 昭夫氏 畠山 吉宏 安平 ノーザンファーム 498＋ 21：12．5� 11．0�
36 リターンストローク 牡3鹿 56 丸田 恭介 �スピードファーム和田 正道 新ひだか 土田 和男 498＋ 41：12．7� 74．9
713 オーロラッシュ 牡3鹿 56 吉田 豊山口 敦広氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 452＋ 8 〃 クビ 12．4�
612 ヒマラヤテンカ 牝3青 54

51 ▲石川裕紀人辻 大作氏 小桧山 悟 熊本 片山 建治 474＋121：13．44 281．0�
510� カシノマラドーナ 牡3栗 56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 佐藤 静子 444－ 6 〃 ハナ 299．0�
815 ホームゲーム 牝3栗 54 江田 照男平川 浩之氏 蛯名 利弘 新ひだか 畠山牧場 470± 01：13．72 85．5�
24 ファイアリシンゾウ 牡3青鹿56 蛯名 正義 K.C．タン氏 中竹 和也 新ひだか 加野牧場 510＋ 6 〃 ハナ 9．2�
23 モントルルシュマン 牡3鹿 56 荻野 琢真藤井 亮輔氏 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 460＋ 81：13．8� 69．4�
11 マジックシャトル 牡3栗 56 F．ベリー 林 正道氏 清水 久詞 日高 藤本ファーム 494＋ 41：14．43� 11．4�

（愛）

12 ファイアフライ 牝3栗 54 横山 和生坂本 浩一氏 奥村 武 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 440－ 41：14．5クビ 247．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，459，900円 複勝： 66，617，900円 枠連： 23，626，200円
馬連： 102，982，900円 馬単： 53，605，000円 ワイド： 50，474，900円
3連複： 116，207，900円 3連単： 166，398，500円 計： 625，373，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 170円 � 320円 � 130円 枠 連（7－8） 1，510円

馬 連 �� 3，200円 馬 単 �� 5，850円

ワ イ ド �� 890円 �� 370円 �� 630円

3 連 複 ��� 2，470円 3 連 単 ��� 19，530円

票 数

単勝票数 計 454599 的中 � 67583（2番人気）
複勝票数 計 666179 的中 � 96149（2番人気）� 38703（8番人気）� 176352（1番人気）
枠連票数 計 236262 的中 （7－8） 12049（7番人気）
馬連票数 計1029829 的中 �� 24923（12番人気）
馬単票数 計 536050 的中 �� 6872（21番人気）
ワイド票数 計 504749 的中 �� 13633（11番人気）�� 37826（1番人気）�� 20066（6番人気）
3連複票数 計1162079 的中 ��� 35237（4番人気）
3連単票数 計1663985 的中 ��� 6175（53番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．6―12．0―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―34．1―46．1―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンミッション �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 Star de Naskra デビュー 2014．6．22 函館11着

2012．2．27生 牡3栗 母 バーガンディレッド 母母 Silky Melody 8戦2勝 賞金 17，600，000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。



00103 1月25日 晴 稍重 （27中山1）第9日 第7競走 2，400�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
2：28．8
2：28．6

重
不良

66 フジマサクラウン 牡4鹿 56 北村 宏司藤原 正一氏 松永 康利 千歳 社台ファーム 504－ 42：38．9 2．2�
22 ドラゴンズタイム 牡4鹿 56 吉田 豊窪田 康志氏 高橋 文雅 日高 三城牧場 432＋ 42：39．22 6．1�
77 バスティード 牡4栗 56 三浦 皇成古川 智洋氏 小笠 倫弘 新冠 ムラカミファーム 478± 02：40．47 9．3�
55 セプテントリオ �5黒鹿57 C．デムーロ �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 508＋ 62：41．25 4．2�
（仏）

44 クラウンデピュティ 牡4芦 56 蛯名 正義矢野 恭裕氏 金成 貴史 新ひだか 高橋 修 B486－ 8 〃 クビ 24．5�
11 � ジャックポット 牡4鹿 56

53 ▲石川裕紀人�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 474＋ 22：41．94 32．7	
88 シャドウカラーズ 牝4鹿 54 戸崎 圭太飯塚 知一氏 田中 剛 千歳 社台ファーム B460－ 8 〃 ハナ 4．9

33 レッドオラシオン 牡4芦 56 柴山 雄一 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B466－ 22：43．39 28．7�

（8頭）

売 得 金
単勝： 27，447，200円 複勝： 32，761，800円 枠連： 発売なし
馬連： 66，959，000円 馬単： 41，478，000円 ワイド： 26，589，800円
3連複： 61，841，900円 3連単： 166，891，100円 計： 423，968，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 140円 � 180円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 170円 �� 310円 �� 600円

3 連 複 ��� 950円 3 連 単 ��� 3，370円

票 数

単勝票数 計 274472 的中 � 96273（1番人気）
複勝票数 計 327618 的中 � 110019（1番人気）� 53088（3番人気）� 32299（5番人気）
馬連票数 計 669590 的中 �� 115231（2番人気）
馬単票数 計 414780 的中 �� 47371（1番人気）
ワイド票数 計 265898 的中 �� 50873（1番人気）�� 20303（4番人気）�� 9165（9番人気）
3連複票数 計 618419 的中 ��� 48773（5番人気）
3連単票数 計1668911 的中 ��� 35830（11番人気）

ハロンタイム 13．7―12．6―13．4―13．6―14．2―14．7―14．3―12．9―12．0―12．1―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．7―26．3―39．7―53．3―1：07．5―1：22．2―1：36．5―1：49．4―2：01．4―2：13．5―2：25．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→
→�」 上り4F49．5―3F37．5
1
�
8，7，4－1，6（2，3）－5・（8，7，6）4，2－1，5，3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フジマサクラウン 
�
父 メイショウサムソン 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．17 東京5着

2011．3．8生 牡4鹿 母 マルカパール 母母 ディスコホール 9戦2勝 賞金 20，450，000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。

00104 1月25日 晴 稍重 （27中山1）第9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

816 ロレーヌクロス 牡5鹿 57 C．デムーロ �シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 492－101：11．5 3．7�
（仏）

510� 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 480－ 41：11．82 3．0�

（愛）

48 ディアポジション 牡4黒鹿56 内田 博幸ディアレスト 新開 幸一 青森 石田 英機 B478± 0 〃 クビ 18．1�
24 �� ディプロムソング 牡4芦 56 的場 勇人林 正道氏 的場 均 米 Southern Equine

Stables, LLC 482＋ 31：12．01� 43．1�
47 スズカオーショウ 牡4栗 56 蛯名 正義永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 駿河牧場 498－ 41：12．1クビ 23．3	
714 スズノライジン 牡6黒鹿57 柴山 雄一小紫 嘉之氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 522± 0 〃 アタマ 131．6

611 サビーナクレスタ 	4鹿 56 G．ブノワ �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 492＋ 41：12．31
 12．3�
（仏）

23 ロマンシーズ 牡4鹿 56 丸田 恭介菅 實氏 石毛 善彦 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 524＋ 21：12．51 236．2�

713 ブ リ ッ ツ 牡4栗 56 吉田 豊青山 洋一氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 490＋ 4 〃 ハナ 11．5
35 � ショウナンヤマト 牡5栗 57 後藤 浩輝国本 哲秀氏 国枝 栄 新ひだか 静内フアーム 542＋ 6 〃 クビ 56．3�
12 � コウギョウサンデー 牡5鹿 57 岩田 康誠菊地 捷士氏 伊藤 大士 新冠 浜口牧場 522± 01：12．6クビ 5．2�
36 � ムーンドロップ 牡4鹿 56 嘉藤 貴行�Basic 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 454＋ 6 〃 クビ 370．3�
815 トーセンスティング 牡4鹿 56 北村 宏司島川 �哉氏 古賀 史生 日高 川端 正博 520－ 41：12．7クビ 12．9�
59 フレックスハート 牝5鹿 55 戸崎 圭太保坂 和孝氏 木村 哲也 浦河 杵臼牧場 B468－ 21：12．91 21．7�
612 ノボサイボーグ 牡5栗 57 三浦 皇成�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 480＋ 41：13．0
 75．4�
11 リーサムダイチ 牡7鹿 57 横山 和生平田友里恵氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 B482－ 21：13．1� 316．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，266，500円 複勝： 49，857，600円 枠連： 28，637，400円
馬連： 105，379，700円 馬単： 53，178，300円 ワイド： 48，139，100円
3連複： 120，162，900円 3連単： 181，497，400円 計： 624，118，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 150円 � 360円 枠 連（5－8） 400円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 260円 �� 1，230円 �� 970円

3 連 複 ��� 4，180円 3 連 単 ��� 16，320円

票 数

単勝票数 計 372665 的中 � 80230（2番人気）
複勝票数 計 498576 的中 � 106923（1番人気）� 95682（2番人気）� 25087（8番人気）
枠連票数 計 286374 的中 （5－8） 55310（1番人気）
馬連票数 計1053797 的中 �� 142157（1番人気）
馬単票数 計 531783 的中 �� 31436（2番人気）
ワイド票数 計 481391 的中 �� 56562（1番人気）�� 9001（18番人気）�� 11662（11番人気）
3連複票数 計1201629 的中 ��� 21539（12番人気）
3連単票数 計1814974 的中 ��� 8060（32番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．3―12．1―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．2―46．3―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロレーヌクロス �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．12．1 阪神2着

2010．2．24生 牡5鹿 母 ウィストラム 母母 リュドゥパーム 20戦2勝 賞金 35，950，000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。



00105 1月25日 晴 稍重 （27中山1）第9日 第9競走 ��1，800�
はつあかね

初 茜 賞
発走14時25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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

59 ク ロ ス ボ ウ 牡5黒鹿57 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム 518＋ 21：54．2 4．5�
611 キングブレイク 牡6栗 57 内田 博幸宮田 守氏 崎山 博樹 浦河 バンブー牧場 522＋12 〃 クビ 14．1�
712 ワールドダンス 牡4栗 56 岩田 康誠杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 486＋161：54．3クビ 3．7�
46 マドリードカフェ 牡4黒鹿56 F．ベリー Him Rock Racing 田村 康仁 日高 チャンピオン

ズファーム 510－ 21：54．4� 12．6�
（愛）

814 リアルエンブレム 牡5鹿 57 丸山 元気 �サンデーレーシング 武井 亮 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B522＋ 61：54．5� 12．7�

815 コクリュウノマイ �4青鹿56 田中 勝春髙樽さゆり氏 栗田 徹 浦河 山本牧場 B490－ 21：54．71� 111．4	
610 ベルプラージュ 牝4黒鹿54 北村 宏司 �キャロットファーム 尾形 充弘 安平 追分ファーム 450－ 2 〃 ハナ 48．8

47 シンボリハミルトン 牡4芦 56 横山 典弘シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 512－ 4 〃 クビ 23．7�
11 トリニティチャーチ �7鹿 57 松岡 正海 �サンデーレーシング 本間 忍 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508－ 21：54．8クビ 39．3�
22 トミケンユークアイ �6黒鹿57 柴山 雄一冨樫 賢二氏 和田 正道 浦河 バンブー牧場 488－ 61：55．01� 16．7
58 タ プ ロ ー ム 牝5鹿 55 石川裕紀人清水 敏氏 南田美知雄 浦河 室田 千秋 518± 0 〃 ハナ 135．8�
713 クロフネフリート 牡4鹿 56 戸崎 圭太平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 540＋ 61：56．06 15．6�
23 ダイチトゥルース 牡4黒鹿56 田辺 裕信 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 458＋121：57．06 38．3�
35 ケツァルコアトル 牡5青鹿57 武士沢友治�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 岡田スタツド B526＋ 21：57．31	 258．0�
34 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 B524＋ 2 （競走中止） 3．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 48，160，500円 複勝： 70，940，100円 枠連： 32，284，100円
馬連： 149，191，300円 馬単： 70，762，400円 ワイド： 64，539，800円
3連複： 166，491，100円 3連単： 248，125，700円 計： 850，495，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 370円 � 170円 枠 連（5－6） 2，850円

馬 連 �� 3，360円 馬 単 �� 5，840円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 380円 �� 810円

3 連 複 ��� 3，140円 3 連 単 ��� 22，150円

票 数

単勝票数 計 481605 的中 � 84062（3番人気）
複勝票数 計 709401 的中 � 118530（3番人気）� 39193（8番人気）� 123100（2番人気）
枠連票数 計 322841 的中 （5－6） 8769（16番人気）
馬連票数 計1491913 的中 �� 34345（16番人気）
馬単票数 計 707624 的中 �� 9080（20番人気）
ワイド票数 計 645398 的中 �� 15745（12番人気）�� 46945（3番人気）�� 19787（5番人気）
3連複票数 計1664911 的中 ��� 39648（4番人気）
3連単票数 計2481257 的中 ��� 8118（54番人気）

ハロンタイム 12．4―12．0―13．0―13．1―12．6―12．7―12．2―12．7―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．4―37．4―50．5―1：03．1―1：15．8―1：28．0―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ク ロ ス ボ ウ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2012．12．15 中山1着

2010．4．12生 牡5黒鹿 母 マンティスハント 母母 ウィッチフルシンキング 17戦4勝 賞金 47，093，000円
〔競走中止〕 ウラレナ号は，競走中に疾病〔右中手骨開放骨折〕を発症し，4コーナーで騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 クロスボウ号の騎手吉田豊は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000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。

00106 1月25日 晴 良 （27中山1）第9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，26．1．25以降27．1．18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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

47 モ ー リ ス 牡4鹿 56 F．ベリー 吉田 和美氏 堀 宣行 日高 戸川牧場 504＋ 21：33．7 1．9�
（愛）

23 サクラダムール 牡5鹿 56 松岡 正海�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 西村 和夫 484＋ 41：34．23 10．0�
816 エ ネ ア ド 牡6鹿 55 三浦 皇成 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444± 01：34．41� 33．4�
36 エデンロック 牡5鹿 57 田中 勝春田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 474＋ 2 〃 アタマ 10．6�
714 ディープサウンド 牡7鹿 54 柴田 善臣増田 雄一氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 486＋ 4 〃 クビ 79．3	
24 ゴールドカルラ 牝7鹿 53 横山 典弘磯波 勇氏 高木 登 新冠 守矢牧場 522－ 2 〃 アタマ 18．8

510� シーギリヤガール 牝5栗 52 石川裕紀人 �ビッグレッドファーム 清水 英克 日高 新生ファーム 458＋ 21：34．71� 108．1�
612 プロスペラスマム 牝8鹿 50 江田 照男本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 522＋ 2 〃 アタマ 82．9�
611 プレミアステイタス 牝4黒鹿51 嘉藤 貴行 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 478＋ 21：34．8クビ 49．0
12 ゴットフリート 牡5栗 57．5 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 482－ 2 〃 クビ 5．2�
815 マイネルシェルト 牡4鹿 53 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム 450＋ 21：34．9クビ 23．9�
48 カウニスクッカ 牝4鹿 52 伊藤 工真大谷 正嗣氏 尾形 和幸 日高 オリオンファーム 466＋ 4 〃 ハナ 17．7�
713 マ グ メ ル 牡6鹿 54 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム B472＋ 41：35．11� 135．1�
59 コスモミレネール 牝6鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 460± 01：35．2� 11．5�
11 � エメラルスピード 牡7栗 53 北村 宏司高橋 勉氏 勢司 和浩 浦河 中村 雅明 480－ 41：35．52 67．8�
35 イントゥザストーム 牝6鹿 51 丸田 恭介金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 日高大洋牧場 420± 01：36．03 177．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 56，308，000円 複勝： 77，425，900円 枠連： 43，364，400円
馬連： 182，771，900円 馬単： 93，409，800円 ワイド： 74，422，200円
3連複： 204，659，500円 3連単： 352，606，100円 計： 1，084，967，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 230円 � 470円 枠 連（2－4） 710円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 550円 �� 1，440円 �� 3，040円

3 連 複 ��� 9，700円 3 連 単 ��� 22，150円

票 数

単勝票数 計 563080 的中 � 232489（1番人気）
複勝票数 計 774259 的中 � 222434（1番人気）� 76233（3番人気）� 30325（8番人気）
枠連票数 計 433644 的中 （2－4） 46840（2番人気）
馬連票数 計1827719 的中 �� 114229（3番人気）
馬単票数 計 934098 的中 �� 48061（3番人気）
ワイド票数 計 744222 的中 �� 37545（3番人気）�� 13028（15番人気）�� 5979（32番人気）
3連複票数 計2046595 的中 ��� 15817（29番人気）
3連単票数 計3526061 的中 ��� 11541（53番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．2―11．9―12．1―11．9―11．8―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．3―34．5―46．4―58．5―1：10．4―1：22．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．2

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

モ ー リ ス �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー 2013．10．6 京都1着

2011．3．2生 牡4鹿 母 メジロフランシス 母母 メジロモントレー 8戦3勝 賞金 48，513，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔騎手変更〕 ゴールドカルラ号の騎手蛯名正義は，第9競走での落馬負傷のため横山典弘に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 カフェリュウジン号・コスモトゥルーラヴ号
（非抽選馬） 1頭 クリノハッチャン号
※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。

１レース目



00107 1月25日 晴 良 （27中山1）第9日 第11競走 ��2，200�第56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，26．1．25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，26．1．24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 1，190，000円 340，000円 170，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：10．0

良
良

612 クリールカイザー 牡6栗 56 田辺 裕信横山 修二氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 B492＋ 22：13．6 13．8�
714 ミ ト ラ �7黒鹿56 柴山 雄一吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 508＋ 42：13．81� 35．6�
59 エアソミュール 牡6黒鹿57 C．デムーロ �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 502＋ 22：13．9� 8．1�

（仏）

12 マイネルフロスト 牡4芦 55 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高木 登 新冠 競優牧場 484± 0 〃 クビ 55．1�

36 ディサイファ 牡6鹿 56 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 498－ 22：14．0クビ 69．0�

35 フラガラッハ 牡8鹿 56 横山 典弘 	キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 498－ 22：14．1� 48．0


48 ゴールドシップ 牡6芦 58 岩田 康誠合同会社小林英一
ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 B516＋ 6 〃 クビ 1．3�

24 パッションダンス 牡7鹿 56 戸崎 圭太金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 518＋ 4 〃 ハナ 24．7�

815 セイクリッドバレー 牡9栗 56 G．ブノワ 吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 502± 0 〃 ハナ 319．2
（仏）

11 ダークシャドウ 牡8栗 56 F．ベリー 飯塚 知一氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B516＋102：14．2クビ 49．3�
（愛）

611 ユニバーサルバンク 牡7黒鹿56 丸田 恭介 	サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 476－ 82：14．41� 205．6�
510 フェイムゲーム 牡5青鹿57 北村 宏司 	サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 462＋ 4 〃 ハナ 8．3�
23 マイネルディーン 牡6青 56 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 新冠橋本牧場 460－ 42：14．5� 88．3�
47 マイネルメダリスト 牡7鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 新冠伊藤牧場 B498＋ 2 〃 クビ 206．8�
817 ショウナンラグーン 牡4黒鹿56 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 洞	湖 レイクヴィラファーム B482－ 22：14．71� 23．6�
713 オーシャンブルー 牡7鹿 56 後藤 浩輝青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム B434＋ 22：14．8
 92．1�
816 ラインブラッド 牡9栗 56 的場 勇人大澤 繁昌氏 水野 貴広 静内 シンボリ牧場 520± 02：16．18 525．1�

（17頭）

売 得 金
単勝： 270，368，300円 複勝： 483，508，600円 枠連： 199，994，400円
馬連： 795，283，700円 馬単： 546，793，500円 ワイド： 374，959，700円
3連複： 1，143，576，200円 3連単： 2，870，005，300円 計： 6，684，489，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，380円 複 勝 � 470円 � 1，260円 � 380円 枠 連（6－7） 8，690円

馬 連 �� 11，950円 馬 単 �� 20，860円

ワ イ ド �� 2，810円 �� 1，010円 �� 2，780円

3 連 複 ��� 20，340円 3 連 単 ��� 169，220円

票 数

単勝票数 計2703683 的中 � 156529（4番人気）
複勝票数 計4835086 的中 � 274738（4番人気）� 92038（7番人気）� 364686（3番人気）
枠連票数 計1999944 的中 （6－7） 17823（19番人気）
馬連票数 計7952837 的中 �� 51572（25番人気）
馬単票数 計5467935 的中 �� 19655（41番人気）
ワイド票数 計3749597 的中 �� 33872（23番人気）�� 98597（11番人気）�� 34146（22番人気）
3連複票数 計11435762 的中 ��� 42167（57番人気）
3連単票数 計28700053 的中 ��� 12296（351番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―13．4―13．2―12．1―11．9―12．1―12．0―11．4―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―24．3―37．7―50．9―1：03．0―1：14．9―1：27．0―1：39．0―1：50．4―2：01．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．6―3F34．6
1
3
12，14（6，15）（4，16）9（1，13）（7，11）2，8，3（5，17）10
16（12，14）15，13（6，9）（1，8）（4，2）（11，10）（5，7）17，3

2
4

・（12，14，16）（6，15）（4，9）13（1，8）（7，11）（2，3）（5，17）10
12，14－（16，15）（6，9）（4，2，1，13）（5，8）11（7，10）（3，17）

勝馬の
紹 介

クリールカイザー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 サツカーボーイ デビュー 2011．11．19 東京2着

2009．5．8生 牡6栗 母 スマイルコンテスト 母母 コクトビューティー 29戦6勝 賞金 237，344，000円
〔騎手変更〕 ミトラ号の騎手蛯名正義は，第9競走での落馬負傷のため柴山雄一に変更。
〔発走状況〕 フラガラッハ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。
（非抽選馬） 6頭 アデイインザライフ号・エックスマーク号・コスモオオゾラ号・シゲルササグリ号・スーパームーン号・

マイネグレヴィル号
※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。

00108 1月25日 晴 良 （27中山1）第9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）

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
1：44．9
1：43．9

良
良

712 ドラゴンレジェンド 牡5栗 57 戸崎 圭太窪田 芳郎氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 486－ 61：48．2 3．7�
58 レッドグルック 牡4鹿 56 後藤 浩輝 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 490＋ 21：48．41� 4．3�
813 サーストンコラルド 牡4鹿 56 岩田 康誠齊藤 宣勝氏 戸田 博文 新ひだか 藤沢牧場 466＋10 〃 クビ 19．6�
69 マイネルイルミナル 牡5鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 富川田中牧場 464－ 2 〃 ハナ 8．1�
34 レ オ ニ ー ズ 牡4鹿 56 吉田 豊 �社台レースホース小島 茂之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502＋ 41：48．61� 12．1	
610 ウインインスパイア 牡4黒鹿56 石橋 脩�ウイン 斎藤 誠 新ひだか 本桐牧場 442＋ 6 〃 クビ 10．9

33 テンシンランマン 牝5鹿 55 F．ベリー �キャロットファーム 伊藤 伸一 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 486± 0 〃 ハナ 12．1�

（愛）

11 サムソンズシエル 牡4鹿 56 田辺 裕信 �シルクレーシング 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 520＋161：49．02� 17．5�
46 シャドウシティー 牡4鹿 56 C．デムーロ 飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 482＋ 41：49．1クビ 26．5

（仏）

45 シンボリネルソン 牡4黒鹿56 丸田 恭介シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 434＋ 2 〃 ハナ 126．5�
22 ロッカバラード 牡4青鹿56 柴山 雄一 �社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 458＋141：49．41� 32．3�
711 エリーフェアリー 牝4鹿 54 丸山 元気谷川 正純氏 岩戸 孝樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 474－121：49．61� 149．5�
814 ソムニアシチー 牝5鹿 55 田中 勝春 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 幾千世牧場 468＋141：49．92 19．0�
57 マンインザムーン 牡5芦 57 北村 宏司 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 504＋101：50．0クビ 7．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 63，806，800円 複勝： 87，151，700円 枠連： 52，864，000円
馬連： 188，631，300円 馬単： 85，431，200円 ワイド： 79，664，900円
3連複： 224，182，900円 3連単： 364，966，200円 計： 1，146，699，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 150円 � 390円 枠 連（5－7） 530円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，460円

ワ イ ド �� 390円 �� 1，360円 �� 1，910円

3 連 複 ��� 7，260円 3 連 単 ��� 26，080円

票 数

単勝票数 計 638068 的中 � 135366（1番人気）
複勝票数 計 871517 的中 � 158491（2番人気）� 169863（1番人気）� 42318（8番人気）
枠連票数 計 528640 的中 （5－7） 77020（1番人気）
馬連票数 計1886313 的中 �� 175341（1番人気）
馬単票数 計 854312 的中 �� 43807（1番人気）
ワイド票数 計 796649 的中 �� 57912（1番人気）�� 14361（18番人気）�� 10020（26番人気）
3連複票数 計2241829 的中 ��� 23136（20番人気）
3連単票数 計3649662 的中 ��� 10142（58番人気）

ハロンタイム 12．3―12．1―11．6―12．8―12．4―11．7―11．7―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．4―36．0―48．8―1：01．2―1：12．9―1：24．6―1：36．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．3
1
3
14（2，7）（1，11）（4，5）13（3，6）（8，10）9，12
9（14，2，7）10（1，11）5，8，4（13，12）3，6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ドラゴンレジェンド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．6．3 東京1着

2010．1．27生 牡5栗 母 レーゲンボーゲン 母母 レインボーファスト 16戦3勝 賞金 29，494，000円
〔制裁〕 サーストンコラルド号の騎手岩田康誠は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番）
※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 レッドヴィーヴォ号
※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



（27中山1）第9日 1月25日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 182頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

277，270，000円
7，780，000円
2，730，000円
25，470，000円
9，000，000円
72，473，000円
4，995，000円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
705，365，900円
1，093，221，700円
478，227，800円
1，945，706，600円
1，144，656，100円
896，095，300円
2，445，810，900円
4，932，997，800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 13，642，082，100円

総入場人員 30，399名 （有料入場人員 28，155名）



平成27年度 第1回中山競馬 総計

競走回数 108回 出走延頭数 1，616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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

2，037，260，000円
12，480，000円
72，120，000円
16，020，000円
185，350，000円
9，000，000円
639，554，000円
45，277，800円
15，513，600円

勝馬投票券売得金
4，693，622，500円
7，000，696，000円
3，895，694，100円
14，925，989，100円
7，426，665，800円
6，275，643，000円
18，093，113，300円
29，785，014，000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 92，096，437，800円

総入場延人員 216，633名 （有料入場延人員 199，940名）
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