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00061 1月21日 晴 良 （29中山1）第6日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時10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

816 リオファンク 牝3鹿 54 大野 拓弥阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 堤 牧場 474± 01：13．2 3．3�
24 ヴ ィ オ ラ 牝3黒鹿54 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454± 0 〃 クビ 6．5�
815 ファステストネオ 牝3栗 54 柴山 雄一鈴木 伸昭氏 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 446＋ 21：13．3クビ 185．4�
35 サンデュランゴ 牝3栗 54 二本柳 壮 �加藤ステーブル 蛯名 利弘 新ひだか 三石川上牧場 466± 0 〃 クビ 3．0�
59 ラヴィソント 牝3鹿 54 的場 勇人岡田 壮史氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 446＋ 61：13．51� 4．8�
713 シェリーカスク 牝3鹿 54 戸崎 圭太水上 行雄氏 萩原 清 浦河 笠松牧場 418－ 2 〃 ハナ 14．0	
714 カネトシユキミ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹兼松 昌男氏 水野 貴広 浦河 ヒダカフアーム 400± 01：14．03 15．7

11 シゲルインパラ 牝3鹿 54

52 △木幡 巧也森中 蕃氏 伊藤 正徳 新冠 大林ファーム 422－ 61：14．1� 24．8�
23 ニコニコパンケーキ 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎加納 大志氏 清水 英克 新ひだか 土田 扶美子 450＋ 81：14．31� 92．4�
612 フェアウエル 牝3栗 54 黛 弘人加藤 徹氏 柴田 政人 新ひだか 本桐牧場 416＋101：14．62 135．4
36 ニシノヒスイ 牝3青 54 村田 一誠西山 茂行氏 星野 忍 新ひだか 田原安田牧場 496＋181：14．7� 48．9�
48 ヴェンデドール 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹清家 聖仁氏 田島 俊明 新ひだか 前田ファーム 434＋ 21：14．91� 64．7�
12 レースフェーベル 牝3栗 54 松岡 正海�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 416± 01：15．53� 157．4�
47 イデアドリーム 牝3黒鹿54 江田 照男益田 修一氏 根本 康広 新ひだか 西川富岡牧場 448＋ 21：15．6クビ 151．1�
611 モンサンエクレウス 牝3黒鹿54 横山 和生山下 新一氏 菊沢 隆徳 浦河 三嶋牧場 492＋ 21：15．81� 56．2�

（15頭）
510 サザンアルプス 牝3鹿 54 津村 明秀 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 対馬 正 422－10 （競走除外）

売 得 金
単勝： 22，254，000円 複勝： 40，623，200円 枠連： 15，611，700円
馬連： 54，469，400円 馬単： 25，789，400円 ワイド： 33，356，200円
3連複： 73，110，900円 3連単： 94，774，300円 計： 359，989，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 200円 � 4，030円 枠 連（2－8） 1，230円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 460円 �� 8，810円 �� 14，440円

3 連 複 ��� 71，580円 3 連 単 ��� 234，500円

票 数

単勝票数 差引計 222540（返還計 4829） 的中 � 53585（2番人気）
複勝票数 差引計 406232（返還計 6160） 的中 � 82955（2番人気）� 54928（4番人気）� 1795（15番人気）
枠連票数 差引計 156117（返還計 819） 的中 （2－8） 9779（8番人気）
馬連票数 差引計 544694（返還計 17611） 的中 �� 36947（5番人気）
馬単票数 差引計 257894（返還計 8191） 的中 �� 10513（7番人気）
ワイド票数 差引計 333562（返還計 14375） 的中 �� 20663（5番人気）�� 921（45番人気）�� 560（60番人気）
3連複票数 差引計 731109（返還計 47411） 的中 ��� 766（107番人気）
3連単票数 差引計 947743（返還計 63951） 的中 ��� 293（414番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．7―12．2―12．9―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―34．2―46．4―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リオファンク �
�
父 トランセンド �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．11．27 東京14着

2014．5．28生 牝3鹿 母 シルクロザリオ 母母 リーガルウェイズ 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 サザンアルプス号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔発走状況〕 ニコニコパンケーキ号は，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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 コウゲンレッシャ号・メーティス号

00062 1月21日 晴 良 （29中山1）第6日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時40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

612 スプリングフット 牡3鹿 56 宮崎 北斗島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 488± 01：57．4 4．6�

510 プ レ ゼ ン ス 牡3黒鹿56 吉田 豊 �社台レースホース尾形 充弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 498＋101：57．5� 6．6�

816 エルドールサージュ 牡3栗 56 戸崎 圭太原 �子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 462± 01：58．35 3．7�
47 エムオーグリッタ 牡3鹿 56 北村 宏司大浅 貢氏 古賀 慎明 安平 	橋本牧場 492－101：58．51
 7．1�
713 ナムラアヴィ 牝3栗 54 柴田 善臣奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 伊藤 和明 472＋ 81：58．92� 117．3	
36 � コスモライジン 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 米 Brandy-

wine Farm 464－ 21：59．0� 8．6

59 � リードザフィールド 牡3栗 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 米 Brereton C. Jones

& B. Ned Jones 462－ 21：59．1� 20．7�
815 ヤクマンブルース 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎�向別牧場 根本 康広 新冠 川上牧場 458－ 6 〃 ハナ 55．4�
48 � ケイパーストーリー 牡3鹿 56 C．ルメール H.H．シェイク・モハメド 藤沢 和雄 英 Darley 548± 01：59．31� 6．6
714 トーアアテナ 牝3芦 54 村田 一誠高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 478± 02：00．15 258．5�
23 � オルファリオン 牡3青鹿56 蛯名 正義 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 国枝 栄 米 AR Enter-
prises, Inc B514－ 42：00．2アタマ 19．7�

12 バ ガ ー チ 牡3鹿 56 田中 勝春金山 敏也氏 土田 稔 新ひだか 久米 和夫 472＋ 4 〃 ハナ 34．6�
24 ウインコーラル 牡3栗 56 松岡 正海�ウイン 黒岩 陽一 新ひだか 田原橋本牧場 484－ 62：00．3� 26．0�
35 ベリルイモン 牡3鹿 56

54 △木幡 巧也井門 敏雄氏 小西 一男 日高 坂 牧場 444－ 42：00．62 249．4�
611 サイモンガオ 牡3鹿 56 勝浦 正樹澤田 昭紀氏 中舘 英二 日高 ヤナガワ牧場 452－ 82：01．13 260．3�
11 フローラサーカス 牝3栗 54 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 428－ 22：04．0大差 139．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，250，400円 複勝： 46，170，200円 枠連： 16，846，200円
馬連： 59，606，600円 馬単： 28，679，800円 ワイド： 38，095，200円
3連複： 81，853，100円 3連単： 98，511，500円 計： 398，013，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 150円 � 210円 � 130円 枠 連（5－6） 1，220円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 3，230円

ワ イ ド �� 540円 �� 280円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，430円 3 連 単 ��� 10，120円

票 数

単勝票数 計 282504 的中 � 48546（2番人気）
複勝票数 計 461702 的中 � 78661（2番人気）� 45900（5番人気）� 112031（1番人気）
枠連票数 計 168462 的中 （5－6） 10643（6番人気）
馬連票数 計 596066 的中 �� 29847（6番人気）
馬単票数 計 286798 的中 �� 6652（10番人気）
ワイド票数 計 380952 的中 �� 16940（3番人気）�� 38231（1番人気）�� 18197（2番人気）
3連複票数 計 818531 的中 ��� 42757（1番人気）
3連単票数 計 985115 的中 ��� 7052（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．2―39．1―52．7―1：05．3―1：17．7―1：30．6―1：43．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スプリングフット �
�
父 トーセンブライト �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．7．24 福島9着

2014．4．17生 牡3鹿 母 トーセンパピヨン 母母 フライトオブエンジェルス 8戦1勝 賞金 11，550，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フローラサーカス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年2月21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。
（非抽選馬） 1頭 ローレルモナルカ号

第１回 中山競馬 第６日



00063 1月21日 晴 良 （29中山1）第6日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時10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 スズカゴーディー 牡3黒鹿56 内田 博幸永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 484＋ 21：12．8 1．9�
12 バトルサンバ 牡3栗 56 田辺 裕信山科 統氏 尾形 和幸 浦河 高昭牧場 512＋161：13．01� 7．0�
714 サウンドストリート 牡3鹿 56 戸崎 圭太増田 雄一氏 和田 正道 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472＋121：13．53 3．5�
23 シゲルパンダ 牝3栗 54 勝浦 正樹森中 蕃氏 伊藤 正徳 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 392＋ 21：13．82 67．5�
611 カゼノアスリート 牡3栗 56

54 △井上 敏樹深井 孟氏 中舘 英二 新ひだか 株式会社U・M・A 418－ 41：13．9� 329．8�
59 タ リ ズ マ 牡3青鹿56 北村 宏司林 正道氏 奥村 武 浦河 日進牧場 468＋ 41：14．0� 40．5�
24 タイセイストリーク 牡3黒鹿56 大野 拓弥田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 千代田牧場 494－ 61：14．1クビ 8．3	
35 デルマオフクロサン 牝3黒鹿54 江田 照男浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 436－ 2 〃 クビ 32．3

47 サーカディアン 牝3鹿 54 武士沢友治加藤 徹氏 成島 英春 新冠 大狩部牧場 444＋ 41：14．2クビ 251．2�
510 セイウンカイヒメ 牝3黒鹿54 岩部 純二西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 谷藤 弘美 470＋ 61：14．41� 88．2�
48 ブラウンスビト 牡3黒鹿 56

55 ☆石川裕紀人キャピタルクラブ 武藤 善則 新ひだか 元茂 義一 462± 01：14．5� 18．1
713 ベルファムレディ 牝3栗 54 菅原 隆一島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 428－ 2 〃 ハナ 362．7�
815 バルダッキーノ �3黒鹿56 田中 博康�ミルファーム 高橋 祥泰 日高 小西ファーム 452＋121：14．6� 262．4�
612 ジョワモンテ 牝3黒鹿54 吉田 隼人平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 460＋141：14．7クビ 92．2�
36 スズマッカートニー 牡3鹿 56 吉田 豊森 達郎氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム B466＋121：15．12� 26．3�
11 シャトーレディー 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎円城 幸男氏 根本 康広 平取 鹿戸 辰幸 430－ 41：16．27 388．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，610，600円 複勝： 52，467，000円 枠連： 16，057，900円
馬連： 57，966，800円 馬単： 32，929，500円 ワイド： 32，713，900円
3連複： 81，248，100円 3連単： 129，244，400円 計： 431，238，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 170円 � 130円 枠 連（1－8） 740円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 310円 �� 160円 �� 450円

3 連 複 ��� 500円 3 連 単 ��� 2，880円

票 数

単勝票数 計 286106 的中 � 115878（1番人気）
複勝票数 計 524670 的中 � 286792（1番人気）� 37513（4番人気）� 66227（2番人気）
枠連票数 計 160579 的中 （1－8） 16660（3番人気）
馬連票数 計 579668 的中 �� 58366（2番人気）
馬単票数 計 329295 的中 �� 18957（4番人気）
ワイド票数 計 327139 的中 �� 24397（3番人気）�� 66019（1番人気）�� 15313（5番人気）
3連複票数 計 812481 的中 ��� 120127（1番人気）
3連単票数 計1292444 的中 ��� 32503（5番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―11．4―12．6―12．8―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．2―33．6―46．2―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカゴーディー �
�
父 スズカコーズウェイ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．11．19 東京6着

2014．5．14生 牡3黒鹿 母 アイシースズカ 母母 アイシングスズカ 4戦1勝 賞金 7，750，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 スペランツァ号・ハヤブサザムライ号・ファヌエル号
（非抽選馬） 2頭 デルマミセラレテ号・ペラッチ号

00064 1月21日 晴 良 （29中山1）第6日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時40分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

48 サイドチェンジ 牡3黒鹿56 田辺 裕信大塚 亮一氏 高橋 義忠 新ひだか 平野牧場 514 ―2：00．0 2．8�
47 イーストンアサシン 牡3鹿 56 丹内 祐次古賀 慎一氏 尾形 和幸 新ひだか チャンピオンズファーム 530 ―2：00．42� 62．9�
59 シュメッターリング 牡3黒鹿56 C．ルメール �キャロットファーム 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 492 ―2：00．72 3．8�
611 ブルーループス 牡3芦 56 柴山 雄一�山紫水明 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 478 ― 〃 ハナ 10．5�
35 コウジインポシブル 牡3芦 56 津村 明秀神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 490 ―2：00．8クビ 122．3	
24 アーネストホープ 牡3栗 56 松岡 正海 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド 490 ―2：01．43� 25．1

816 アウトリガーカヌー 牡3芦 56 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 白井牧場 536 ―2：01．5� 10．9�
12 ケイツーマルク 牡3鹿 56 嘉藤 貴行楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 厚真 阿部 栄乃進 498 ―2：01．6クビ 40．5�
714 ミヤギノセンス 牝3青 54

52 △木幡 巧也菅原 光博氏 田村 康仁 新ひだか 橋本牧場 430 ―2：01．81� 22．2
510 トラムポルカ 牡3鹿 56 大野 拓弥 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 502 ―2：02．86 27．0�
815 テイエムシャッフル 牡3黒鹿 56

53 ▲野中悠太郎竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 帰山 清貴 520 ― 〃 クビ 6．2�
713 タイキビルダー 牡3鹿 56 蛯名 正義�大樹ファーム 勢司 和浩 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 496 ―2：03．01 14．9�
11 レオチェックメイト 牡3青鹿56 吉田 豊�レオ 田島 俊明 新冠 浜口牧場 500 ―2：03．21 61．3�
23 ボニートラボ 牡3芦 56 田中 勝春松岡 雅昭氏 加藤 和宏 新ひだか 加野牧場 496 ―2：03．62� 33．4�
612 ロ ー ラ ン 牝3鹿 54 岩部 純二田畑 富子氏 南田美知雄 新ひだか 和田牧場 494 ―2：03．81� 132．8�
36 テイエムモモタロー 牡3鹿 56 横山 和生竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高テイエム

牧場株式会社 440 ―2：04．22� 127．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，310，900円 複勝： 31，404，200円 枠連： 16，578，400円
馬連： 48，809，300円 馬単： 26，580，400円 ワイド： 29，195，300円
3連複： 61，487，700円 3連単： 79，510，800円 計： 321，877，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 1，150円 � 160円 枠 連（4－4） 10，950円

馬 連 �� 12，210円 馬 単 �� 18，560円

ワ イ ド �� 3，120円 �� 230円 �� 4，360円

3 連 複 ��� 10，670円 3 連 単 ��� 81，300円

票 数

単勝票数 計 283109 的中 � 78296（1番人気）
複勝票数 計 314042 的中 � 76584（1番人気）� 4327（13番人気）� 58085（2番人気）
枠連票数 計 165784 的中 （4－4） 1173（26番人気）
馬連票数 計 488093 的中 �� 3097（30番人気）
馬単票数 計 265804 的中 �� 1074（55番人気）
ワイド票数 計 291953 的中 �� 2097（33番人気）�� 41337（1番人気）�� 1488（46番人気）
3連複票数 計 614877 的中 ��� 4319（31番人気）
3連単票数 計 795108 的中 ��� 709（231番人気）

ハロンタイム 13．3―12．1―13．6―14．1―13．8―13．2―13．5―13．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．4―39．0―53．1―1：06．9―1：20．1―1：33．6―1：46．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．1―3F39．9
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サイドチェンジ �
�
父 バトルプラン �

�
母父 ジェニュイン 初出走

2014．4．6生 牡3黒鹿 母 ナムラミステリー 母母 タイキミステリー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※テイエムモモタロー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



00065 1月21日 晴 良 （29中山1）第6日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時30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

12 ボーダーオブライフ 牡3鹿 56 戸崎 圭太片山 晃氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 494－ 21：35．5 4．8�
815 フィールザサンダー 牡3鹿 56 大野 拓弥櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 442－ 21：35．81� 3．9�
612 サトノジーガー 牡3鹿 56 蛯名 正義里見 治氏 国枝 栄 日高 下河辺牧場 416－ 21：35．9� 10．7�
714 マツリダウメキチ 牡3鹿 56 内田 博幸髙橋 文枝氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 488－ 21：36．0� 13．4�
713 オ ピ ニ オ ン 牝3芦 54 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 浦河 辻 牧場 472＋ 81：36．1� 64．9�
11 ニシノキッカセキ 牡3鹿 56 松岡 正海西山 茂行氏 手塚 貴久 浦河 谷川牧場 472＋ 61：36．2� 9．4	
35 コスモメイプル 牡3栗 56 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 堤 牧場 462－ 41：36．41� 39．9�
611 ピンキージョーンズ 牝3栗 54 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 434＋121：36．5クビ 62．3�
816 ノーブルムーン 牝3黒鹿54 勝浦 正樹吉木 伸彦氏 田村 康仁 新冠 ハシモトフアーム 436＋121：36．71	 77．7
24 サクラサクコロ 牡3鹿 56 柴山 雄一田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 中地 義次 452＋ 2 〃 クビ 4．4�
59 ブリージーメイ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新冠 武田牧場 428＋ 61：36．8クビ 70．0�
36 ホーププラウド 牡3鹿 56 横山 典弘岡田 勇氏 柴田 政人 日高 千葉飯田牧場 468＋ 8 〃 クビ 6．5�
47 ビオンデッツァ 牝3栗 54 柴田 善臣程田 真司氏 高橋 文雅 浦河 市川フアーム 450＋121：36．9� 260．4�
23 トミケンリディカ 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹冨樫 賢二氏 大和田 成 新冠 スカイビーチステーブル 408± 0 〃 クビ 187．4�
510 コールオンミー 牝3栗 54 田辺 裕信村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 432＋ 61：37．21� 29．9�
48 ルールオブグレイス 牝3栗 54

52 △木幡 巧也 
サンデーレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 422＋ 41：39．3大差 85．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，015，000円 複勝： 50，960，900円 枠連： 19，820，900円
馬連： 69，873，000円 馬単： 32，023，500円 ワイド： 42，350，300円
3連複： 91，506，500円 3連単： 107，349，300円 計： 446，899，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 160円 � 150円 � 220円 枠 連（1－8） 590円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 2，210円

ワ イ ド �� 410円 �� 870円 �� 730円

3 連 複 ��� 3，100円 3 連 単 ��� 13，890円

票 数

単勝票数 計 330150 的中 � 54934（3番人気）
複勝票数 計 509609 的中 � 86381（2番人気）� 99670（1番人気）� 49198（5番人気）
枠連票数 計 198209 的中 （1－8） 26012（1番人気）
馬連票数 計 698730 的中 �� 55735（2番人気）
馬単票数 計 320235 的中 �� 10837（4番人気）
ワイド票数 計 423503 的中 �� 28555（2番人気）�� 11895（13番人気）�� 14488（9番人気）
3連複票数 計 915065 的中 ��� 22121（8番人気）
3連単票数 計1073493 的中 ��� 5602（28番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．8―35．4―47．2―59．0―1：11．0―1：23．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．3―3F36．5

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

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

勝馬の
紹 介

ボーダーオブライフ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー 2016．10．15 東京2着

2014．2．8生 牡3鹿 母 サクラサクⅡ 母母 サクラフブキ 3戦1勝 賞金 9，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シゲルタイガー号
（非抽選馬） 2頭 アパラチアン号・ダイバージェント号

00066 1月21日 晴 良 （29中山1）第6日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走13時05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

48 シャムロック 牡3栗 56 吉田 隼人諸江 幸祐氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 516 ―1：13．6 7．3�
47 ロマンスマジック 牝3栗 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 奥平 雅士 新ひだか 松本牧場 440 ― 〃 クビ 16．1�
36 ゴールドヴィグラス 牝3栗 54 北村 宏司居城 寿与氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム 488 ―1：14．13 3．3�
816� パ ル ト ゥ ー 牝3鹿 52 内田 博幸吉田 和美氏 田村 康仁 豪 Strawberry

Hill Stud 510 ―1：14．42 2．7�
815 ハートブレイク 牝3鹿 54 横山 和生髙橋照比古氏 土田 稔 浦河 王蔵牧場 432 ―1：14．5� 34．3�
713 ピ ネ ロ ー ロ 牝3鹿 54 田中 勝春	G1レーシング 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 460 ―1：14．6クビ 19．0

714 タイセイオネスティ 	3鹿 56 戸崎 圭太田中 成奉氏 池上 昌和 浦河 谷川牧場 466 ―1：15．02� 8．2�
59 ノーブルフィギュア 牝3鹿 54 大野 拓弥髙橋 正雄氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422 ―1：15．53 44．6�
35 アテンウズメ 牝3鹿 54 勝浦 正樹玉置 潔氏 萱野 浩二 新冠 大栄牧場 496 ―1：15．6
 57．2
11 フクノシャングリラ 牡3芦 56 岩部 純二福島 祐子氏 萱野 浩二 浦河 浦河小林牧場 450 ―1：15．7
 19．3�
612 ファイアーブライト 牝3栗 54 丹内 祐次山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 440 ―1：15．8� 177．3�
611 ヤマニンレナータ 牝3黒鹿54 柴山 雄一土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 466 ―1：16．11
 93．3�
24 スウォンジー 牡3栗 56

54 △井上 敏樹�ターフ・スポート畠山 吉宏 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 456 ―1：16．41
 76．7�

23 スタコラサッサ 牝3黒鹿54 横山 典弘吉田 千津氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 482 ―1：17．03� 22．9�
12 グランデヴェーネレ 牡3鹿 56 村田 一誠 �コスモヴューファーム 粕谷 昌央 新冠 コスモヴューファーム 480 ―1：18．38 47．1�
510 フジブラック 牡3青鹿 56

53 ▲野中悠太郎藤田 達男氏 清水 英克 千葉 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 444 ―1：19．25 165．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，802，400円 複勝： 34，349，300円 枠連： 19，229，500円
馬連： 56，833，500円 馬単： 28，905，500円 ワイド： 33，531，000円
3連複： 69，894，700円 3連単： 91，600，600円 計： 364，146，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 200円 � 340円 � 160円 枠 連（4－4） 4，700円

馬 連 �� 4，590円 馬 単 �� 7，950円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 540円 �� 900円

3 連 複 ��� 4，440円 3 連 単 ��� 36，230円

票 数

単勝票数 計 298024 的中 � 32629（3番人気）
複勝票数 計 343493 的中 � 43919（3番人気）� 21418（6番人気）� 68869（2番人気）
枠連票数 計 192295 的中 （4－4） 3165（17番人気）
馬連票数 計 568335 的中 �� 9576（16番人気）
馬単票数 計 289055 的中 �� 2726（27番人気）
ワイド票数 計 335310 的中 �� 6001（16番人気）�� 16680（4番人気）�� 9423（8番人気）
3連複票数 計 698947 的中 ��� 11804（10番人気）
3連単票数 計 916006 的中 ��� 1833（109番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．6―12．9―12．9―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．4―47．3―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャムロック �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Galileo 初出走

2014．3．16生 牡3栗 母 ホットレッグス 母母 アクセラレイション 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フジブラック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年2月21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） 4頭 カシノオネスト号・セイギ号・ハクシュカッサイ号・ペイシャエヴァー号



00067 1月21日 晴 良 （29中山1）第6日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時35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

12 カ ン デ ラ 牝5黒鹿55 内田 博幸ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B500－ 21：56．6 1．7�
612 サトノシャルマン 牝5鹿 55 北村 宏司里見 治氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 502＋241：57．02� 10．7�
23 マイティーハニー 牝5芦 55 C．ルメール �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 490＋ 61：57．21 6．1�
510 ハッピーサークル 牝5黒鹿55 吉田 豊西村 專次氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 478－ 61：57．3� 34．6�
713 グリシーヌシチー 牝5鹿 55 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 B470＋ 61：57．62 17．1	
714 サンウィノナ 牝5鹿 55 松岡 正海 �加藤ステーブル 粕谷 昌央 日高 シンボリ牧場 470＋ 81：58．02� 11．2

24 カゼニモマケズ 牝5栗 55 黛 弘人江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 456－ 21：58．2� 326．2�
35 イダフェイマ 牝4芦 54 吉田 隼人張 一達氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 538＋101：58．3� 70．5�
59 シ ー ム リ ー 牝5栗 55

53 △井上 敏樹岡田 壮史氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 456＋10 〃 クビ 305．2
11 ボールドアテンプト 牝4黒鹿 54

52 △木幡 巧也�G1レーシング 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456＋ 41：58．51 70．4�

36 シ ト ロ ン 牝4鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 田中 清隆 新ひだか 見上牧場 B442± 01：58．6� 87．5�
48 エンドレストライ 牝6黒鹿 55

54 ☆石川裕紀人飯田 正剛氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 B484＋ 81：58．81� 33．3�
611 レッドアルカナ 牝4鹿 54

51 ▲野中悠太郎 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 480－ 81：58．9� 24．7�
815 リュイールスター 牝4黒鹿54 柴田 大知 �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 442＋ 41：59．0クビ 69．2�
47 マ ー ヤ 牝4鹿 54 柴山 雄一中田 和宏氏 小笠 倫弘 平取 船越 伸也 448－ 61：59．63� 32．6�
816 エバーパッション 牝4青鹿54 田辺 裕信宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 432＋ 21：59．7� 11．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，338，500円 複勝： 97，404，900円 枠連： 23，998，600円
馬連： 79，608，700円 馬単： 44，474，600円 ワイド： 45，990，300円
3連複： 104，531，600円 3連単： 163，566，800円 計： 593，914，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 230円 � 170円 枠 連（1－6） 530円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 370円 �� 210円 �� 900円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 4，740円

票 数

単勝票数 計 343385 的中 � 155755（1番人気）
複勝票数 計 974049 的中 � 666133（1番人気）� 36547（5番人気）� 61439（2番人気）
枠連票数 計 239986 的中 （1－6） 34799（2番人気）
馬連票数 計 796087 的中 �� 69638（2番人気）
馬単票数 計 444746 的中 �� 28638（3番人気）
ワイド票数 計 459903 的中 �� 30497（3番人気）�� 67017（1番人気）�� 11010（10番人気）
3連複票数 計1045316 的中 ��� 59007（1番人気）
3連単票数 計1635668 的中 ��� 24996（5番人気）

ハロンタイム 13．0―12．8―13．5―13．2―12．2―12．1―12．3―13．4―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．8―39．3―52．5―1：04．7―1：16．8―1：29．1―1：42．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．8
1
3
9，12（3，10，16）6，15，1，2，7（11，8）（14，5）13，4・（12，10，2）（9，3，6，16，8）15（1，11，7，5）14，13－4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カ ン デ ラ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Rainbow Corner デビュー 2014．7．6 福島3着

2012．2．12生 牝5黒鹿 母 リアルナンバー 母母 Numeraria 20戦3勝 賞金 49，195，000円
〔発走状況〕 ボールドアテンプト号は，枠内駐立不良〔坐る〕。

00068 1月21日 晴 良 （29中山1）第6日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走14時05分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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
1：08．7
1：08．7

重
重

36 ドラゴンゲート 牡5栗 57 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 496＋101：11．2 4．5�
510 マイネルエスパス 牡5青鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新ひだか 木下牧場 510＋ 21：11．73 6．8�
815 トーセンミッション 牡5栗 57 武士沢友治島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B510＋ 4 〃 アタマ 32．9�
59 ウィズエモーション 牝4鹿 54 柴山 雄一 �社台レースホース栗田 博憲 千歳 社台ファーム 488± 01：11．91� 39．2	
12 カ ネ ー タ 牡5黒鹿 57

56 ☆石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 516＋12 〃 クビ 5．4

713 クイーンズターフ 牝5青鹿55 横山 典弘合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：12．0クビ 9．1�
611	 カフジオリオン 牡5鹿 57 蛯名 正義加藤 守氏 中竹 和也 米 Lester Kwok &

Dr. Naoya Yoshida 498＋ 41：12．1
 13．8�
11 ファンシーリシェス 牝5鹿 55 C．ルメール 原 �子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 6 〃 クビ 4．2
35 タッチシタイ 牡7栗 57 柴田 善臣小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 500－ 41：12．31� 30．0�
24 マ レ ー ナ 牝6黒鹿55 北村 宏司山本 英俊氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 500＋10 〃 クビ 18．5�
23 ナムラヒラリー 牝6青鹿55 嘉藤 貴行奈村 信重氏 大和田 成 新ひだか 武 牧場 434＋ 21：12．51� 283．4�
714 ヤマニンシャンデル 牝5栗 55 田中 勝春土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 464＋ 21：12．71
 16．3�
612 スリラーインマニラ 牡4鹿 56

54 △木幡 巧也古賀 慎一氏 武井 亮 浦河 惣田 英幸 B446± 01：13．23 26．7�
47 シゲルテングダイ 牡4栗 56 吉田 隼人森中 蕃氏 伊藤 圭三 新冠 大林ファーム 494＋ 21：13．3クビ 56．9�
48 バ イ レ 牝5芦 55 大野 拓弥 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 480± 0 〃 アタマ 96．1�
816 レディーピンク 牝7鹿 55

52 ▲野中悠太郎小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 原 達也 462＋121：14．47 115．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，976，700円 複勝： 60，740，600円 枠連： 29，121，600円
馬連： 99，185，800円 馬単： 43，063，000円 ワイド： 56，643，700円
3連複： 126，839，800円 3連単： 151，986，600円 計： 606，557，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 220円 � 300円 � 770円 枠 連（3－5） 1，410円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 2，820円

ワ イ ド �� 710円 �� 2，670円 �� 2，670円

3 連 複 ��� 12，600円 3 連 単 ��� 54，490円

票 数

単勝票数 計 389767 的中 � 68958（2番人気）
複勝票数 計 607406 的中 � 83189（3番人気）� 54585（5番人気）� 17274（10番人気）
枠連票数 計 291216 的中 （3－5） 15903（6番人気）
馬連票数 計 991858 的中 �� 45476（4番人気）
馬単票数 計 430630 的中 �� 11424（6番人気）
ワイド票数 計 566437 的中 �� 21521（4番人気）�� 5323（33番人気）�� 5310（34番人気）
3連複票数 計1268398 的中 ��� 7546（37番人気）
3連単票数 計1519866 的中 ��� 2022（152番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―11．1―12．1―12．3―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．3―33．4―45．5―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドラゴンゲート �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．6．14 東京4着

2012．3．16生 牡5栗 母 デュークタイフーン 母母 テールトゥノーズ 14戦4勝 賞金 42，700，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 オルフィーク号・カンタベリーマイン号・スナッチアキス号・フレンチイデアル号
（非抽選馬） 1頭 ヒカルランナー号



00069 1月21日 晴 良 （29中山1）第6日 第9競走 ��
��1，800�

わ か た け

若 竹 賞
発走14時35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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

712 ウインブライト 牡3芦 56 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 472＋ 61：48．3 1．9�
34 マイネルズイーガー 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム 498＋ 21：48．61� 7．9�
58 ムーンザムーン 牝3鹿 54 大野 拓弥林 正道氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 458－ 61：48．7� 20．4�
22 シーズララバイ 牝3栗 54 柴田 善臣吉田 千津氏 竹内 正洋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426－ 21：49．01� 19．4�
69 ディアシューター 牡3黒鹿56 吉田 隼人ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 中島牧場 500－ 21：49．1� 16．8�
57 ピスカデーラ 牝3鹿 54 北村 宏司名古屋友豊� 池添 学 安平 ノーザンファーム 456＋ 4 〃 クビ 15．3	
46 ダイワドノヴァン 牡3黒鹿56 田辺 裕信大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 534± 0 〃 ハナ 18．8

814 ブラヴォバンビーノ 牡3鹿 56 津村 明秀 �シルクレーシング 武藤 善則 新ひだか 前田ファーム 486＋ 2 〃 アタマ 42．9�
33 ロ ジ ム ー ン 牡3鹿 56 戸崎 圭太久米田正明氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 444＋ 41：49．2クビ 6．9
610 ウィンドライジズ 牡3鹿 56 木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 新冠 川島牧場 456＋161：49．3� 13．3�
711 ド ウ デ ィ 牡3鹿 56 横山 典弘 e馬主組合 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 486－ 41：49．51	 25．7�
11 ガウディウム 牡3鹿 56 内田 博幸 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 450＋ 6 〃 ハナ 44．9�
813 コスモスピード 牡3鹿 56 石川裕紀人 �ビッグレッドファーム 国枝 栄 登別 青藍牧場 436＋ 21：50．13� 74．5�
45 サウンディングベル 牡3黒鹿56 勝浦 正樹伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 432－ 41：50．52� 59．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 53，907，600円 複勝： 85，334，000円 枠連： 30，786，700円
馬連： 126，571，800円 馬単： 59，244，600円 ワイド： 69，096，900円
3連複： 159，419，200円 3連単： 225，617，700円 計： 809，978，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 260円 � 300円 枠 連（3－7） 360円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 400円 �� 590円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 4，160円 3 連 単 ��� 11，740円

票 数

単勝票数 計 539076 的中 � 220481（1番人気）
複勝票数 計 853340 的中 � 394292（1番人気）� 53756（3番人気）� 42339（6番人気）
枠連票数 計 307867 的中 （3－7） 65918（1番人気）
馬連票数 計1265718 的中 �� 104600（3番人気）
馬単票数 計 592446 的中 �� 36456（2番人気）
ワイド票数 計 690969 的中 �� 47895（3番人気）�� 30477（5番人気）�� 7435（25番人気）
3連複票数 計1594192 的中 ��� 28684（11番人気）
3連単票数 計2256177 的中 ��� 13930（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―24．7―36．5―49．0―1：00．8―1：12．8―1：24．7―1：36．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインブライト �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 アドマイヤコジーン デビュー 2016．6．26 東京6着

2014．5．12生 牡3芦 母 サマーエタニティ 母母 オールフォーゲラン 5戦2勝 賞金 19，902，000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 キセキ号

00070 1月21日 晴 良 （29中山1）第6日 第10競走 ��
��1，800�

はつあかね

初 茜 賞
発走15時10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
1：48．5
1：47．8

重
重

713 ヤギリジャスパー 牡4鹿 56 田辺 裕信内田ヤエ子氏 小西 一男 新ひだか 桜井牧場 536＋181：54．1 4．9�
714 トウカイエントリー 牡6栗 57 北村 宏司内村 正則氏 栗田 徹 浦河 王蔵牧場 504－ 41：54．84 3．4�
23 ダンディーレイ 牡7栗 57 田中 勝春 �高木競走馬育成牧場 菅原 泰夫 新ひだか 藤原牧場 492＋ 41：55．01 29．2�
36 エ ネ ス ク 牡4鹿 56 勝浦 正樹桐谷 茂氏 和田 雄二 新冠 須崎牧場 514＋ 6 〃 ハナ 4．2�
12 ワイルドコットン 牡6栗 57 吉田 豊池谷 誠一氏 池上 昌和 日高 下河辺牧場 B504＋ 41：55．1� 156．8�
611 メリーウィドウ 牝6鹿 55 内田 博幸 �シルクレーシング 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 522＋ 21：55．2	 19．1	
48 デジタルフラッシュ 牡6栗 57 石川裕紀人 �シルクレーシング 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：55．62	 19．5

510 マーブルケーキ 牝6白 55 柴山 雄一金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 480－ 21：55．81	 69．1�
35 アルセナーレ 牝4鹿 54 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 新開 幸一 新ひだか ケイアイファーム 508＋ 4 〃 アタマ 14．5
59 ラインセイラ 牝4栗 54 横山 和生大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 472＋ 21：55．9クビ 91．5�
11 ダノンミシガン 牡6芦 57 松岡 正海�ダノックス 久保田貴士 千歳 社台ファーム B490＋ 61：56．11
 73．3�
24 パイロキネシスト 牡5黒鹿57 蛯名 正義平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 486＋ 2 〃 ハナ 7．1�
47 モンサンアルナイル 牡4栗 56 木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 B522＋141：56．52	 12．8�
816 モルゲンロート 牡4鹿 56 江田 照男武田 茂男氏 竹内 正洋 浦河 まるとみ冨岡牧場 472－ 21：56．92	 40．8�
815 メジャーステップ �6栗 57 津村 明秀 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 506＋101：57．11	 46．3�
612 ジョリーアップ 牝5栗 55 嘉藤 貴行 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 斎藤 誠 浦河 大島牧場 490－ 41：59．0大差 117．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，649，700円 複勝： 69，546，300円 枠連： 42，561，500円
馬連： 152，952，000円 馬単： 60，141，100円 ワイド： 72，858，800円
3連複： 199，807，600円 3連単： 245，147，000円 計： 888，664，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 210円 � 150円 � 550円 枠 連（7－7） 1，110円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 470円 �� 2，220円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 6，900円 3 連 単 ��� 19，880円

票 数

単勝票数 計 456497 的中 � 74527（3番人気）
複勝票数 計 695463 的中 � 88006（3番人気）� 147766（1番人気）� 24647（9番人気）
枠連票数 計 425615 的中 （7－7） 29579（5番人気）
馬連票数 計1529520 的中 �� 116778（2番人気）
馬単票数 計 601411 的中 �� 23096（4番人気）
ワイド票数 計 728588 的中 �� 42817（2番人気）�� 8004（26番人気）�� 12359（17番人気）
3連複票数 計1998076 的中 ��� 21703（23番人気）
3連単票数 計2451470 的中 ��� 8937（41番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―37．7―50．9―1：02．7―1：14．9―1：27．8―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F39．2
1
3
7，12，5（10，14）（4，16）1，15，6，13，2（11，8）－9－3・（7，12）（16，14，4）（1，5，6，13）（10，15）－2（11，8）－3，9

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ヤギリジャスパー �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2015．10．31 東京16着

2013．4．5生 牡4鹿 母 ス ト ッ ク 母母 オブザーヴァント 9戦3勝 賞金 28，635，000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 ペガサスジュニア号



00071 1月21日 晴 良 （29中山1）第6日 第11競走 ��
��1，200�カーバンクルステークス

発走15時45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，収得賞金1，600万円超過馬
は超過額1，200万円毎1�増

賞 品
本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

67 ナックビーナス 牝4青鹿54 横山 典弘小松 欣也氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 520＋ 41：08．5 2．1�
55 コスモドーム 牡6鹿 56 柴田 大知 �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 520＋ 21：08．6� 19．3�
79 	 オ ウ ノ ミ チ 牡6黒鹿56 柴田 善臣小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 476－10 〃 クビ 41．2�
44 ク リ ス マ ス 牝6黒鹿55 勝浦 正樹 M・

Kenichiホールディング� 伊藤 大士 新冠 アラキフアーム 466＋ 21：08．7クビ 4．2�
22 ベルルミエール 牝6鹿 54 川島 信二佐々木政充氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 472－ 2 〃 アタマ 13．7	
68 バクシンテイオー 牡8鹿 58 戸崎 圭太林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 486＋18 〃 ハナ 15．6

56 オメガヴェンデッタ 
6鹿 57 C．ルメール 原 �子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 502－ 61：08．8� 6．8�
33 トウカイセンス 牝6鹿 54 田辺 裕信内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 446± 0 〃 ハナ 14．3�
11 サドンストーム 牡8栗 57 内田 博幸 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 484± 0 〃 ハナ 38．7
811 ローズミラクル 牡7青鹿56 吉田 隼人 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 546＋ 21：09．11� 18．1�
812 シンボリディスコ 牡7栗 56 丹内 祐次シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 496＋ 2 〃 アタマ 31．2�
710 キャンディバローズ 牝4鹿 53 松岡 正海猪熊 広次氏 矢作 芳人 浦河 富田牧場 416＋141：09．63 76．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 86，552，600円 複勝： 118，634，000円 枠連： 55，659，000円
馬連： 282，095，100円 馬単： 132，587，800円 ワイド： 127，980，000円
3連複： 391，401，100円 3連単： 647，414，900円 計： 1，842，324，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 380円 � 630円 枠 連（5－6） 440円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，370円 �� 6，900円

3 連 複 ��� 16，550円 3 連 単 ��� 53，060円

票 数

単勝票数 計 865526 的中 � 320343（1番人気）
複勝票数 計1186340 的中 � 413780（1番人気）� 59773（8番人気）� 32516（11番人気）
枠連票数 計 556590 的中 （5－6） 96309（2番人気）
馬連票数 計2820951 的中 �� 130438（7番人気）
馬単票数 計1325878 的中 �� 39540（8番人気）
ワイド票数 計1279800 的中 �� 56975（5番人気）�� 23860（16番人気）�� 4517（57番人気）
3連複票数 計3914011 的中 ��� 17734（52番人気）
3連単票数 計6474149 的中 ��� 8845（168番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―11．0―11．7―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．2―33．2―44．9―56．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F35．3
3 ・（4，10）（9，12）11（7，6，5）（1，8）（2，3） 4 4（9，10，12）（7，11）（6，5）1（2，8）3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナックビーナス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 More Than Ready デビュー 2015．10．10 東京3着

2013．3．11生 牝4青鹿 母 レディトゥプリーズ 母母 Guilty Pleasure 14戦5勝 賞金 103，237，000円

00072 1月21日 晴 良 （29中山1）第6日 第12競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走16時20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
1：57．8
1：56．1

良
良

815� イ チ ダ イ 牡4鹿 56 内田 博幸合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 538± 02：03．9 2．6�
816 デ ナ リ 牡4黒鹿56 戸崎 圭太寺田千代乃氏 田村 康仁 新冠 高瀬牧場 B486± 0 〃 ハナ 8．6�
24 マヤノピナクル 牡4鹿 56

54 △木幡 巧也田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 456＋ 2 〃 ハナ 5．3�
47 アイノカケハシ 牝5鹿 55 C．ルメール 國分 純氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 438＋ 4 〃 アタマ 7．7�
12 ジョンブドール 牝5鹿 55 大野 拓弥 �サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 436± 0 〃 アタマ 67．2�
48 バレエダンサー 牝4鹿 54

53 ☆石川裕紀人前迫 義幸氏 尾関 知人 新冠 的場牧場 454－ 4 〃 アタマ 39．7	
36 シャリオヴァルト 牡4鹿 56 田辺 裕信前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466－ 8 〃 アタマ 10．8

713� レッドベリンダ 牝5鹿 55 北村 宏司 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B468＋102：04．0クビ 72．5�
611 トーセンカナロア 牡5鹿 57 宮崎 北斗島川 哉氏 小桧山 悟 洞	湖 レイクヴィラファーム 492＋ 42：04．1
 15．6�
612 ウエスタンエスプリ 牡4鹿 56 柴田 善臣西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか ウエスタンファーム 514＋ 42：04．2アタマ 9．6�
59 コスモピクシス 牝4黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 414＋ 2 〃 ハナ 192．7�
23 クインズクオーツ 牡4栗 56 吉田 豊 �クイーンズ・ランチ 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 462＋ 62：04．62� 23．2�
714 クラウンマグマ 牡4黒鹿56 柴田 大知矢野 恭裕氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 472＋102：04．7� 46．1�
11 イルフォーコン 牡4黒鹿56 松岡 正海 H.F Association 尾形 和幸 浦河 福田牧場 456＋ 22：04．91� 48．0�
35 � トキメキユキチャン 牝4青鹿54 吉田 隼人片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 438＋ 1 〃 クビ 101．7�
510 ホーリーフルーツ 牝4鹿 54 横山 典弘山田 和正氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 492＋222：07．8大差 42．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 65，520，200円 複勝： 93，497，400円 枠連： 46，383，400円
馬連： 165，458，300円 馬単： 68，883，000円 ワイド： 91，566，300円
3連複： 219，510，700円 3連単： 300，226，600円 計： 1，051，045，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 210円 � 170円 枠 連（8－8） 960円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，610円

ワ イ ド �� 430円 �� 280円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 2，100円 3 連 単 ��� 8，740円

票 数

単勝票数 計 655202 的中 � 198457（1番人気）
複勝票数 計 934974 的中 � 264010（1番人気）� 92275（3番人気）� 127993（2番人気）
枠連票数 計 463834 的中 （8－8） 37146（4番人気）
馬連票数 計1654583 的中 �� 125972（2番人気）
馬単票数 計 688830 的中 �� 32010（3番人気）
ワイド票数 計 915663 的中 �� 53817（2番人気）�� 93539（1番人気）�� 18217（12番人気）
3連複票数 計2195107 的中 ��� 78367（2番人気）
3連単票数 計3002266 的中 ��� 24899（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．2―38．1―51．0―1：04．2―1：16．3―1：28．5―1：40．4―1：51．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�イ チ ダ イ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ラ ム タ ラ （2戦0勝 賞金 5，480，000円）

2013．5．15生 牡4鹿 母 テンイムホウ 母母 ラッキーダイアリー 9戦1勝 賞金 33，012，000円
地方デビュー 2015．6．2 門別



（29中山1）第6日 1月21日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 185頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

200，850，000円
15，830，000円
1，370，000円
22，170，000円
74，697，000円
4，810，000円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
495，188，600円
781，132，000円
332，655，400円
1，253，430，300円
583，302，200円
673，377，900円
1，660，611，000円
2，334，950，500円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 8，114，647，900円

総入場人員 16，198名 （有料入場人員 14，666名）
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