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00013 1月6日 晴 良 （25中山1）第2日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走9時50分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

12 マイネルルークス 牡3栃栗56 F．ベリー �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 千歳 社台ファーム 462± 01：13．0 5．9�

（愛）

59 クリノサトパント 牡3鹿 56 吉田 豊栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 天羽 禮治 456－301：13．31� 21．3�
36 � トゥールモンド 牡3栗 56 蛯名 正義 �サンデーレーシング 尾形 充弘 仏 Mr Raphael

Verspieren 462＋101：14．15 5．2�
714 ユ ウ ヅ キ 牝3鹿 54 丸田 恭介�テシオ 小笠 倫弘 日高 モリナガファーム 454－ 81：14．31	 18．7�
612 ウインエスペランサ 牡3芦 56 柴田 大知�ウイン 粕谷 昌央 日高 旭 牧場 486＋ 61：14．72
 14．3	
713 ショウナンバグース 牡3黒鹿56 田中 勝春国本 哲秀氏 田中 剛 日高 滝本 健二 454－ 41：15．12
 1．5

815 セ イ ク ラ ベ 牝3青鹿54 江田 照男江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 安達 洋生 446＋ 41：15．2クビ 226．9�
47 カンタベリーリュウ 牡3鹿 56 西田雄一郎峰 哲馬氏 佐藤 全弘 新冠 佐藤 信広 480＋ 21：15．3
 156．3�
35 マイネルヴェルディ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 41：15．62 136．0
816 サキノリュウジン 牡3芦 56 村田 一誠榊原 富夫氏 大和田 成 新ひだか 信田牧場 452＋ 61：15．81
 372．1�
611 トウカイスタイル 牝3鹿 54

51 ▲高嶋 活士内村 正則氏 成島 英春 平取 二風谷ファーム 442－ 41：15．9クビ 300．2�
11 ハートオブキナコ 牝3栗 54 柴山 雄一大森 悌次氏 粕谷 昌央 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 472－ 61：16．11
 175．0�
510 ザトロージャン 牡3鹿 56 石神 深一 K.C．タン氏 和田正一郎 新ひだか 岡田スタツド 484－ 8 〃 ハナ 418．4�
48 ノーブルダンス 牝3鹿 54 D．マクドノー 吉木 伸彦氏 鈴木 伸尋 新ひだか 前川 正美 452－ 81：16．2クビ 87．3�

（愛）

23 ギ ン ヤ ン マ 牡3黒鹿 56
53 ▲菅原 隆一村島 昭男氏 金成 貴史 新冠 カミイスタット 512＋ 61：18．4大差 92．5�

（15頭）
24 ラ サ イ ニ 牝3黒鹿54 松岡 正海加藤 信之氏 小野 次郎 新冠 ヒノデファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 23，464，700円 複勝： 87，151，400円 枠連： 14，225，500円
馬連： 49，856，600円 馬単： 43，633，700円 ワイド： 21，380，200円
3連複： 63，481，100円 3連単： 142，516，900円 計： 445，710，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 370円 � 1，130円 � 370円 枠 連（1－5） 3，600円

馬 連 �� 3，220円 馬 単 �� 7，100円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 400円 �� 930円

3 連 複 ��� 5，040円 3 連 単 ��� 35，300円

票 数

単勝票数 計 234647 的中 � 31805（3番人気）
複勝票数 計 871514 的中 � 66876（2番人気）� 18169（6番人気）� 66809（3番人気）
枠連票数 計 142255 的中 （1－5） 2918（12番人気）
馬連票数 計 498566 的中 �� 11436（10番人気）
馬単票数 計 436337 的中 �� 4537（23番人気）
ワイド票数 計 213802 的中 �� 5044（12番人気）�� 14265（3番人気）�� 5464（11番人気）
3連複票数 計 634811 的中 ��� 9312（15番人気）
3連単票数 計1425169 的中 ��� 2980（87番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．7―12．5―12．8―13．1

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルルークス �
�
父 デュランダル �

�
母父 End Sweep デビュー 2012．8．26 札幌7着

2010．2．22生 牡3栃栗 母 ダークエンディング 母母 Dark Champagne 5戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 ラサイニ号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔制裁〕 ギンヤンマ号の騎手菅原隆一は，発走後まもなく外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・7番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ギンヤンマ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年2月6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14頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）14頭 アトキリナ号・カカアデンカ号・カシノラッキー号・クレバージョーイ号・シキランマン号・スワンソング号・

ナムラタンタン号・バシニアティヴ号・ブライティアマンボ号・フリムカナイデ号・メモリアルメイト号・
ヤマタケハーディ号・ラブジョーイ号・ランギョク号

※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。

00014 1月6日 晴 良 （25中山1）第2日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時20分 （ダート・右）

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 250，000
250，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

23 エメルボヌール 牡3黒鹿56 吉田 隼人 �サンデーレーシング 田島 俊明 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 530＋ 21：59．9 4．4�

612 ダンシングツル 牡3栗 56 田辺 裕信 K.C．タン氏 小西 一男 浦河 今井 秀樹 490± 02：00．21� 2．0�
12 ベールグリーン 牡3黒鹿56 丸山 元気斎藤 光政氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 482－ 22：01．05 136．2�
47 マイネルオルカーン 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 458± 0 〃 クビ 14．9�
11 ドゥリマーズドリム 牝3青鹿54 吉田 豊石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新冠 小泉牧場 452－ 62：01．1� 11．2	
35 バ ン ク シ ー 牡3鹿 56 大野 拓弥渡邊 隆氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 482＋ 6 〃 同着 13．0

59 ベルモントジョーイ 牡3鹿 56 丸田 恭介 �ベルモントファーム鈴木 伸尋 新冠 ベルモント

ファーム 450－ 42：01．31� 100．4�
714 キ ン シ バ イ 牡3鹿 56

53 ▲山崎 亮誠山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 シンボリ牧場 510＋ 42：01．62 240．7�
48 カシノハッピー 牡3栗 56

53 ▲菅原 隆一柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 金成吉田牧場 B454＋ 2 〃 ハナ 41．2
611 ヒカルハピネス 牡3栗 56 F．ベリー 髙橋 京子氏 栗田 博憲 新冠 ハシモトフアーム 490＋ 4 〃 アタマ 9．8�

（愛）

816 ロ ー ド ピ ス 牝3鹿 54 田中 勝春窪田 康志氏 栗田 徹 新ひだか 千代田牧場 454－ 82：01．91� 28．2�
510 メインターゲット 牡3栗 56 田中 博康 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 452＋ 62：02．11� 14．9�
36 カツトシクン 牡3栗 56 D．マクドノー 吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 460＋ 82：02．2クビ 219．2�

（愛）

713 コスモバレンタイン 牝3芦 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 中村農場 412＋ 4 〃 アタマ 164．3�
24 デルマコナキジジ 牡3栗 56 津村 明秀浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム 502＋142：02．62� 25．9�
815 グリーンヴィジョン 牡3黒鹿56 黛 弘人�髙昭牧場 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 438－ 82：09．3大差 547．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，077，500円 複勝： 38，419，500円 枠連： 18，750，300円
馬連： 60，576，100円 馬単： 42，195，400円 ワイド： 26，180，700円
3連複： 75，150，600円 3連単： 125，117，200円 計： 408，467，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 120円 � 3，040円 枠 連（2－6） 380円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 270円 �� 10，710円 �� 5，930円

3 連 複 ��� 31，950円 3 連 単 ��� 127，890円

票 数

単勝票数 計 220775 的中 � 39626（2番人気）
複勝票数 計 384195 的中 � 64579（2番人気）� 135693（1番人気）� 1727（15番人気）
枠連票数 計 187503 的中 （2－6） 37016（1番人気）
馬連票数 計 605761 的中 �� 78191（1番人気）
馬単票数 計 421954 的中 �� 22202（2番人気）
ワイド票数 計 261807 的中 �� 29197（1番人気）�� 535（61番人気）�� 972（49番人気）
3連複票数 計 751506 的中 ��� 1736（88番人気）
3連単票数 計1251172 的中 ��� 722（373番人気）

ハロンタイム 12．9―12．5―14．5―15．2―13．7―12．5―13．0―13．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．4―39．9―55．1―1：08．8―1：21．3―1：34．3―1：47．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エメルボヌール �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2012．12．8 中山7着

2010．1．16生 牡3黒鹿 母 ミュゲドボヌール 母母 ゴーンプロフェッショナル 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔調教再審査〕 ダンシングツル号は，最後の直線コースで外側に逃避したことについて平地調教再審査。
〔その他〕 グリーンヴィジョン号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
※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 セイウンコダシ号
（非抽選馬） 2頭 パンドラローズ号・ブラックテラー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第１回 中山競馬 第２日



00015 1月6日 晴 良 （25中山1）第2日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時50分 （ダート・右）

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

612 セブンフォース 牡3栗 56 F．ベリー 前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 540 ―1：57．2 2．4�
（愛）

714 ヘイローフォンテン 牡3鹿 56 柴田 善臣吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 520 ― 〃 ハナ 73．0�
35 アースザスリー 牝3鹿 54 D．マクドノー �クイーンズ・ランチ 加藤 征弘 新ひだか 折手牧場 468 ―1：57．94 4．0�

（ケイアイアリエーテ） （愛）

36 ゲンパチキセキ 牡3鹿 56 石橋 脩平野 武志氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 468 ―1：58．32� 13．4�
59 リキサンステルス 牡3青鹿56 北村 宏司 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 484 ―1：58．4� 8．1	
12 グランデアリュール 牡3鹿 56 丹内 祐次吉野 弘司氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム 488 ―1：58．61� 69．1

48 バッティングパワー 牡3鹿 56 吉田 豊島田 久氏 尾関 知人 浦河 村下 清志 472 ― 〃 クビ 17．2�
24 フレーミングトーチ 牡3鹿 56 田中 勝春 �サンデーレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 476 ―1：58．91� 9．9�
815 タマノエスペランサ 牝3鹿 54 中谷 雄太玉腰 勇吉氏 高柳 瑞樹 新冠 武田牧場 488 ―1：59．43 16．6
816 マジカルドラゴン 牡3栃栗56 蛯名 正義窪田 康志氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 510 ―1：59．82� 14．2�
713 セイウンアツシゲ 牡3芦 56 吉田 隼人西山 茂行氏 牧 光二 日高 メイプルファーム 468 ―2：00．33 76．5�
23 トーアユーピテル 牡3鹿 56 田辺 裕信高山ランド� 勢司 和浩 豊浦トーア牧場 514 ―2：00．83 48．3�
611 サトノリーブラ 牡3鹿 56 的場 勇人里見 治氏 的場 均 新ひだか 千代田牧場 550 ―2：01．33 82．4�
510 マイネルワーシップ 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 520 ― 〃 ハナ 82．9�
47 ハッピーハート 牝3黒鹿54 武士沢友治志村 康徳氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 468 ―2：01．51� 247．4�
11 アルファジニアス 牡3鹿 56 勝浦 正樹�貴悦 池上 昌弘 新ひだか 澤田 嘉隆 492 ―2：02．88 130．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，470，500円 複勝： 32，888，300円 枠連： 21，335，100円
馬連： 57，721，300円 馬単： 39，081，800円 ワイド： 25，149，900円
3連複： 68，677，600円 3連単： 105，899，800円 計： 373，224，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 930円 � 160円 枠 連（6－7） 2，910円

馬 連 �� 6，660円 馬 単 �� 8，050円

ワ イ ド �� 1，950円 �� 280円 �� 3，560円

3 連 複 ��� 9，300円 3 連 単 ��� 55，750円

票 数

単勝票数 計 224705 的中 � 75669（1番人気）
複勝票数 計 328883 的中 � 87678（1番人気）� 5714（10番人気）� 60571（2番人気）
枠連票数 計 213351 的中 （6－7） 5419（13番人気）
馬連票数 計 577213 的中 �� 6398（21番人気）
馬単票数 計 390818 的中 �� 3586（28番人気）
ワイド票数 計 251499 的中 �� 2891（26番人気）�� 27083（1番人気）�� 1555（38番人気）
3連複票数 計 686776 的中 ��� 5453（29番人気）
3連単票数 計1058998 的中 ��� 1402（164番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―38．3―52．2―1：05．7―1：18．4―1：31．1―1：44．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

セブンフォース �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ア フ リ ー ト 初出走

2010．2．3生 牡3栗 母 ベルナデッタ 母母 テ イ ズ リ ー 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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 イースターカクタス号・ニューワールド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

00016 1月6日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25中山1）第2日 第4競走 ��2，880�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時20分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード3：10．2良・良

68 ヒカルアカツキ �6青鹿60 浜野谷憲尚高橋 光氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 454－ 23：11．0 1．8�
710 アイアムイチバン 牡6芦 60 山本 康志堀 紘一氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 516＋ 63：13．3大差 3．6�
22 タイセイクライマー �5黒鹿60 石神 深一田中 成奉氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム 458＋123：13．51� 32．4�
55 � クリノスレンダー 牝7鹿 58 草野 太郎栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 川上 悦夫 496＋ 43：14．24 12．9�
56 ティンバーウルフ 牡6栗 60 江田 勇亮大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社

大原ファーム 450＋ 4 〃 クビ 17．8�
67 スマイルフォンテン 牝5栗 58 横山 義行吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 494＋ 2 〃 アタマ 29．3�
79 タニノハービービー 牡4鹿 59 高野 和馬谷水 雄三氏 小桧山 悟 新ひだか カントリー牧場 474＋103：14．3クビ 13．6	
44 ア バ デ ィ �6黒鹿 60

57 ▲高嶋 活士加藤 信之氏 清水 美波 日高 小屋畑 和久 434＋ 23：17．1大差 11．1

812 カワキタバルク 牡4青鹿59 鈴木 慶太川島 吉男氏 大和田 成 日高 細川牧場 476＋163：20．3大差 217．5�
811 コンプリート 牝5鹿 58 蓑島 靖典平岡 茂樹氏 谷原 義明 浦河 大野牧場 468＋ 23：21．68 79．6�
11 � カリエンニキテス �4鹿 59 平沢 健治岡田 隆寛氏 石栗 龍彦 新ひだか 岡田牧場 494＋40 （競走中止） 116．5
33 � クラウンビースト 牡4黒鹿59 小野寺祐太矢野 悦三氏 松永 康利 日高 山田 政宏 466＋16 （競走中止） 114．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 18，682，000円 複勝： 48，233，000円 枠連： 16，292，800円
馬連： 46，071，900円 馬単： 40，389，400円 ワイド： 20，485，800円
3連複： 60，400，000円 3連単： 140，068，000円 計： 390，622，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 130円 � 540円 枠 連（6－7） 230円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 380円

ワ イ ド �� 160円 �� 920円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 2，880円 3 連 単 ��� 7，380円

票 数

単勝票数 計 186820 的中 � 86439（1番人気）
複勝票数 計 482330 的中 � 300786（1番人気）� 67406（2番人気）� 7370（8番人気）
枠連票数 計 162928 的中 （6－7） 54185（1番人気）
馬連票数 計 460719 的中 �� 126960（1番人気）
馬単票数 計 403894 的中 �� 79007（1番人気）
ワイド票数 計 204858 的中 �� 45709（1番人気）�� 4460（13番人気）�� 2709（19番人気）
3連複票数 計 604000 的中 ��� 15518（12番人気）
3連単票数 計1400680 的中 ��� 14017（19番人気）
上り 1マイル 1：47．9 4F 52．5－3F 39．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→�→
→�」
1
�
2，4－5＝8－（10，7）6－12＝（11，9）＝1
2－8－5，4＝10－7，6，9＝12＝11

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

勝馬の
紹 介

ヒカルアカツキ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 マルゼンスキー デビュー 2010．1．30 東京5着

2007．3．30生 �6青鹿 母 ヒカルパッション 母母 ゴールデンローズ 障害：3戦1勝 賞金 12，600，000円
〔競走中止〕 クラウンビースト号は，1周目5号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

カリエンニキテス号は，競走中に異常歩様となったため2周目3コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 カリエンニキテス号は，競走中に異常歩様となったことについて障害調教再審査〔平地調教を含む〕。
※出走取消馬 バンクーバーリズム号（疾病〔右肩跛行〕のため）



00017 1月6日 晴 良 （25中山1）第2日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時10分 （芝・右・外）
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

714 ダイワストリーム 牝3栗 54 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 新ひだか フジワラフアーム 482－ 61：35．0 8．6�
611 サーストンニュース 牡3青鹿56 F．ベリー 齊藤 宣勝氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 444± 01：35．42� 2．2�

（愛）

24 サンダーオーシャン 牡3鹿 56 横山 典弘千明牧場 松山 康久 日高 千明牧場 502± 01：35．5� 6．5�
713 ダイメイハルオ 牡3芦 56 田辺 裕信宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 新ひだか グランド牧場 446± 01：35．6クビ 12．7�
35 	 マイネグロリアーナ 牝3青鹿54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 米 Dixiana
Farms LLC 474＋ 21：35．7� 12．1�

47 ティアップワンダー 牡3黒鹿56 吉田 豊田中 昇氏 高木 登 新ひだか 千代田牧場 454＋101：36．02 47．7	
510 ラインビューティー 牝3栗 54 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 484＋ 61：36．21� 6．4

815 ル タ ド ー ル 牡3黒鹿56 吉田 隼人 �オリオンファーム 牧 光二 日高 オリオンファーム 480－ 41：36．3クビ 28．1�
48 オーゴンチャチャ 牝3鹿 54 蛯名 正義永田 清男氏 谷原 義明 日高 田中 元寿 440＋ 61：36．4� 99．3�
59 イーグルモア 牡3栗 56 石橋 脩 �千葉パブリックゴ

ルフコース 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 456＋ 21：36．71� 45．1
11 コスモハヅキ 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 大和田 成 新冠 八木 常郎 460＋161：37．01� 231．8�
36 エイデンヒーロー 牡3青鹿56 勝浦 正樹永田 清男氏 高木 登 日高 浜本 幸雄 476＋ 41：37．1クビ 25．7�
612 ミエノハートハート 牡3鹿 56 D．マクドノー 里見美惠子氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 438＋ 21：37．2� 45．9�

（愛）

12 サクラアルカンジュ 牡3栗 56 大野 拓弥�さくらコマース加藤 征弘 新ひだか 木田 祐博 424± 01：37．3� 37．6�
23 カシノワルツ 牝3黒鹿54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B434± 01：37．4� 47．5�
816 アクロコリントス 牝3鹿 54 丸山 元気岡田 壮史氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 478－ 2 〃 クビ 117．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，032，800円 複勝： 63，530，100円 枠連： 27，029，800円
馬連： 86，710，000円 馬単： 56，450，500円 ワイド： 40，878，400円
3連複： 114，154，500円 3連単： 181，287，800円 計： 602，073，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 240円 � 120円 � 180円 枠 連（6－7） 580円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 2，390円

ワ イ ド �� 370円 �� 750円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，970円 3 連 単 ��� 12，450円

票 数

単勝票数 計 320328 的中 � 29467（4番人気）
複勝票数 計 635301 的中 � 51870（4番人気）� 203333（1番人気）� 82132（3番人気）
枠連票数 計 270298 的中 （6－7） 34491（1番人気）
馬連票数 計 867100 的中 �� 67414（3番人気）
馬単票数 計 564505 的中 �� 17448（7番人気）
ワイド票数 計 408784 的中 �� 28251（3番人気）�� 12387（7番人気）�� 31509（2番人気）
3連複票数 計1141545 的中 ��� 42961（3番人気）
3連単票数 計1812878 的中 ��� 10748（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．8―35．7―47．5―59．6―1：11．6―1：23．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．4

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

勝馬の
紹 介

ダイワストリーム �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2012．12．16 中山2着

2010．3．5生 牝3栗 母 ダイワエンジェル 母母 プリンセススキー 2戦1勝 賞金 7，800，000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 エバーブロッサム号
（非抽選馬） 2頭 ダイメイホーム号・タカラプリンス号
※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。

00018 1月6日 晴 良 （25中山1）第2日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時40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
1：58．2
1：56．1

良
良

11 イルミナティ 牝3鹿 54 江田 照男ディアレスト 菊川 正達 浦河 小島牧場 478 ―2：04．8 8．3�
810 スーパーマダム 牝3鹿 54 蛯名 正義原 �子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 472 ―2：04．9� 3．6�
33 フォーナインキング 牡3鹿 56 F．ベリー 青山 洋一氏 田村 康仁 日高 下河辺牧場 474 ―2：05．64 4．5�

（愛）

44 ピースバイオ 牝3鹿 54 D．マクドノー バイオ� 田中 剛 日高 中館牧場 468 ―2：05．7	 14．8�
（愛）

66 サクライスピラート 牡3鹿 56 横山 典弘�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 新和牧場 478 ―2：05．91 4．0�
67 スピッツコール 牡3栗 56 松岡 正海 	社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム 458 ―2：06．0	 8．2

55 ローレルラスター 牡3鹿 56 的場 勇人 �ローレルレーシング 的場 均 新冠 協和牧場 480 ― 〃 クビ 11．4�
79 マ コ ロ ン 牝3鹿 54 丸山 元気岡 浩二氏 小笠 倫弘 むかわ 市川牧場 432 ―2：06．42	 20．8�
22 マイネアクアマリン 牝3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 若林牧場 458 ―2：06．93 119．6
811 コスモシャイニング 牡3鹿 56 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 コスモヴューファーム 446 ―2：07．43 48．4�
78 レーザービーム 牡3栗 56 勝浦 正樹畑佐 博氏 高柳 瑞樹 新ひだか 折手牧場 466 ―2：08．03	 36．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 25，266，200円 複勝： 34，634，800円 枠連： 18，565，200円
馬連： 64，078，500円 馬単： 45，332，200円 ワイド： 25，400，400円
3連複： 72，518，600円 3連単： 139，094，800円 計： 424，890，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 190円 � 140円 � 170円 枠 連（1－8） 1，030円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 2，670円

ワ イ ド �� 420円 �� 780円 �� 340円

3 連 複 ��� 2，230円 3 連 単 ��� 13，930円

票 数

単勝票数 計 252662 的中 � 24106（5番人気）
複勝票数 計 346348 的中 � 43883（4番人気）� 77034（1番人気）� 52381（3番人気）
枠連票数 計 185652 的中 （1－8） 13326（5番人気）
馬連票数 計 640785 的中 �� 40933（3番人気）
馬単票数 計 453322 的中 �� 12567（8番人気）
ワイド票数 計 254004 的中 �� 15373（3番人気）�� 7385（10番人気）�� 19720（2番人気）
3連複票数 計 725186 的中 ��� 24043（5番人気）
3連単票数 計1390948 的中 ��� 7371（37番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―14．2―13．4―13．5―12．0―11．8―11．4―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．9―39．1―52．5―1：06．0―1：18．0―1：29．8―1：41．2―1：52．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F35．0
1
3
・（1，4）（3，6）7，10－（8，9）－2，11－5・（1，4）（3，7，6）10（8，9，5）－2－11

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

勝馬の
紹 介

イルミナティ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2010．2．20生 牝3鹿 母 エヌティミラクル 母母 バ ラ ダ 1戦1勝 賞金 6，000，000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。



00019 1月6日 晴 良 （25中山1）第2日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時10分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000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
1：48．5
1：47．8

重
重

48 スターノエル 牡4黒鹿56 蛯名 正義 �キャロットファーム 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：54．2 2．4�
12 セ ン キ 牡4鹿 56 松岡 正海河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 480＋ 61：55．05 4．6�
816 クレバーカイザー 牡4鹿 56 田辺 裕信 �ウエスタンファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 508± 01：55．1� 10．7�
713 メイプルリンカーン 牡5栗 57 柴山 雄一節 英司氏 高市 圭二 新冠 安達 洋生 476－ 61：55．63 19．8�
510 ビービーアックス 牡5鹿 57

54 ▲杉原 誠人�坂東牧場 手塚 貴久 新冠 中本牧場 496＋ 81：55．7クビ 30．6	
24 リンクルリッジ 牡5黒鹿57 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 新ひだか 有限会社武岡牧場 478－ 21：55．8	 344．8

11 
 アポロスカイナイト 牡5鹿 57 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 米

Phillips Racing
Partnership &
John W. Phillips

B470＋ 81：55．9� 308．2�
23 ガンガンユコウゼ 牡4鹿 56 柴田 善臣小田切有一氏 本間 忍 新冠 アサヒ牧場 470＋121：56．11� 23．0�
611 ラブミーニキータ 牝5芦 55 吉田 隼人小林 祥晃氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 518＋ 2 〃 クビ 120．7
36 セイウンブラボー 牡4鹿 56 丸田 恭介西山 茂行氏 鈴木 伸尋 新ひだか 村上牧場 496＋ 2 〃 ハナ 217．4�
815 マイネルガネーシャ 牡5栗 57 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 日高 今井牧場 512－ 41：56．2	 106．0�
35 サトノレオパード 牡4鹿 56 横山 典弘里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 518＋101：57．15 3．5�
47 � トーセンサイレンス 牡5黒鹿57 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム 466＋ 41：57．41� 101．3�
714 コスモディクタット 牝4鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 庄野牧場 452＋121：57．5	 280．3�
59 エ ゾ ム サ シ 牡4青鹿 56

54 △嶋田 純次瀬口 信正氏 畠山 吉宏 青森 山白 竹見 478＋ 81：59．110 372．1�
612
 サトノオーランド 牡5鹿 57 F．ベリー 里見 治氏 国枝 栄 米 Iadora Farm B522＋181：59．52	 13．3�

（愛）

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，610，600円 複勝： 54，773，300円 枠連： 23，423，400円
馬連： 94，901，100円 馬単： 58，925，700円 ワイド： 40，845，900円
3連複： 117，585，700円 3連単： 204，512，600円 計： 629，578，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 140円 � 260円 枠 連（1－4） 580円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 260円 �� 580円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，640円 3 連 単 ��� 7，500円

票 数

単勝票数 計 346106 的中 � 114406（1番人気）
複勝票数 計 547733 的中 � 131646（1番人気）� 117679（2番人気）� 40759（5番人気）
枠連票数 計 234234 的中 （1－4） 29996（2番人気）
馬連票数 計 949011 的中 �� 118521（1番人気）
馬単票数 計 589257 的中 �� 42489（1番人気）
ワイド票数 計 408459 的中 �� 44079（1番人気）�� 16062（6番人気）�� 18147（4番人気）
3連複票数 計1175857 的中 ��� 52952（2番人気）
3連単票数 計2045126 的中 ��� 20150（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．4―37．1―50．1―1：03．1―1：16．0―1：28．6―1：41．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スターノエル �
�
父 デュランダル �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2012．3．11 中山3着

2009．4．24生 牡4黒鹿 母 ス タ ー ミ ー 母母 Caerlina 7戦2勝 賞金 18，000，000円
〔制裁〕 ビービーアックス号の騎手杉原誠人は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番・3番・13

番）
〔その他〕 サトノオーランド号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 サンマルヴィエント号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

00020 1月6日 晴 良 （25中山1）第2日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時40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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

48 タマブラックホール 牡4黒鹿56 石橋 脩玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 514＋121：12．0 1．5�
510 タニセンジャッキー 牡4鹿 56 中舘 英二染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 484＋10 〃 ハナ 15．7�
12 ガ ク ニ ホ シ 牡7鹿 57 江田 照男矢野喜代春氏 伊藤 伸一 静内 マークリ牧場 502＋ 41：12．21� 7．5�
815 シャラントレディ 牝6黒鹿55 柴田 善臣 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 ノーザンファーム 456＋20 〃 アタマ 27．1�
47 トーホウブエナス 牝6栗 55 柴山 雄一東豊物産� 田中 清隆 新冠 競優牧場 460＋ 2 〃 アタマ 123．2	
713 ノボピュアリティ 牝4鹿 54 大庭 和弥�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 500＋ 4 〃 ハナ 15．6

59 ウエスタンレビュー 牝5黒鹿55 北村 宏司西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか 北西牧場 506＋ 2 〃 アタマ 14．4�
816 ハワイアンシュガー 牡5黒鹿57 蛯名 正義四方堂第五郎氏 萱野 浩二 新ひだか 高橋 誠次 456＋ 21：12．3	 12．0�
11 フォルテリコルド 牡4鹿 56 武士沢友治 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 544± 01：12．4クビ 13．8
36 ロードナイト 牝4鹿 54

51 ▲横山 和生山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 有限会社石川牧場 472＋ 2 〃 ハナ 56．5�
612 フレンチミシル 牝5栗 55

53 △嶋田 純次�南原商事 本間 忍 日高 本間牧場 494＋ 61：12．61 224．9�
35 エ キ ナ シ ア 牝5鹿 55 嘉藤 貴行�ミルファーム 手塚 貴久 むかわ 西山牧場 494± 01：12．92 68．7�
714 メイショウドレイク 牡8黒鹿57 小島 太一松本 和子氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 B516＋ 41：13．0クビ 285．7�
24 ダノンシュナップス 牡6栗 57

54 ▲杉原 誠人�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム 548＋301：13．1	 142．5�
611
 ワイズドリーム 牝7栗 55 津村 明秀吉田 好雄氏 天間 昭一 米 Eclipse Thor-

oughbreds Inc. 488－101：13．84 454．8�
23 トウカイアストロ 牡4栗 56 田辺 裕信内村 正則氏 栗田 徹 平取 二風谷ファーム 490－ 21：13．9� 69．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，355，600円 複勝： 86，216，400円 枠連： 37，599，700円
馬連： 102，741，700円 馬単： 79，556，100円 ワイド： 46，258，400円
3連複： 127，888，500円 3連単： 271，774，200円 計： 788，390，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 290円 � 160円 枠 連（4－5） 580円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 420円 �� 210円 �� 910円

3 連 複 ��� 1，330円 3 連 単 ��� 4，210円

票 数

単勝票数 計 363556 的中 � 192055（1番人気）
複勝票数 計 862164 的中 � 470081（1番人気）� 36782（6番人気）� 100666（2番人気）
枠連票数 計 375997 的中 （4－5） 48076（3番人気）
馬連票数 計1027417 的中 �� 97502（3番人気）
馬単票数 計 795561 的中 �� 54775（4番人気）
ワイド票数 計 462584 的中 �� 26077（4番人気）�� 66776（1番人気）�� 10569（10番人気）
3連複票数 計1278885 的中 ��� 71483（3番人気）
3連単票数 計2717742 的中 ��� 47675（6番人気）

ハロンタイム 11．8―10．9―11．6―12．6―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．7―34．3―46．9―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマブラックホール �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2011．12．3 中山2着

2009．5．7生 牡4黒鹿 母 タ マ マ リ ア 母母 タマビッグエックス 9戦3勝 賞金 34，552，000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 スターゲイジング号・トウショウセレクト号・ドナリサ号
（非抽選馬） 2頭 キンショーユウジャ号・サンセルマン号



00021 1月6日 晴 良 （25中山1）第2日 第9競走 ��
��2，000�

か ん ち く

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

賞 品
本 賞 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000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
1：58．2
1：56．1

良
良

11 マンボネフュー 牡3青 56 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 82：01．7 2．7�
710 アイズオンリー 牝3芦 54 横山 典弘 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 494＋ 82：01．8� 17．9�
55 ハッピーモーメント 牡3鹿 56 F．ベリー �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 472± 0 〃 クビ 4．1�

（愛）

811 ピュアソルジャー 牡3鹿 56 吉田 豊鶴見 清氏 大久保洋吉 新ひだか 千代田牧場 480＋ 82：01．9クビ 8．3�
56 タイセイポラリス 牡3栗 56 柴田 善臣田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 496－ 6 〃 ハナ 16．1	
33 ダイビングボード 牡3鹿 56 北村 宏司有限会社シルク高柳 瑞樹 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 520＋ 42：02．11 41．1

67 マイネルクレイズ 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ハシモトフアーム 486＋ 4 〃 クビ 67．9�
79 ケンブリッジサン 牡3鹿 56 江田 照男中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 472＋ 42：02．2� 4．3�
68 ロ ジ キ ン グ 牡3栗 56 松岡 正海久米田正明氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 534＋ 22：03．26 21．0
22 オリバーバローズ 牡3黒鹿56 西田雄一郎猪熊 広次氏 牧 光二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498＋202：03．41� 40．9�
812 ヒカルペガサス 牡3鹿 56 田中 勝春髙橋 京子氏 戸田 博文 登別 青藍牧場 472－ 62：03．82� 40．4�
44 ミリオンフレッシュ 牡3黒鹿56 石橋 脩池田 豊治氏 本田 優 新ひだか 真歌田中牧場 478＋ 22：04．22� 26．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 47，628，300円 複勝： 76，240，000円 枠連： 34，808，500円
馬連： 143，948，300円 馬単： 95，745，400円 ワイド： 52，811，800円
3連複： 160，591，700円 3連単： 324，010，200円 計： 935，784，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 460円 � 170円 枠 連（1－7） 480円

馬 連 �� 2，350円 馬 単 �� 3，380円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 310円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 3，060円 3 連 単 ��� 17，390円

票 数

単勝票数 計 476283 的中 � 140815（1番人気）
複勝票数 計 762400 的中 � 193444（1番人気）� 29891（7番人気）� 128995（3番人気）
枠連票数 計 348085 的中 （1－7） 54254（2番人気）
馬連票数 計1439483 的中 �� 45249（8番人気）
馬単票数 計 957454 的中 �� 20931（12番人気）
ワイド票数 計 528118 的中 �� 12061（9番人気）�� 48555（2番人気）�� 12112（8番人気）
3連複票数 計1605917 的中 ��� 38850（6番人気）
3連単票数 計3240102 的中 ��� 13751（45番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―12．5―12．5―13．1―12．2―12．1―12．1―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―22．7―35．2―47．7―1：00．8―1：13．0―1：25．1―1：37．2―1：49．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F36．6
1
3
4，9－6（2，7）（1，5，11）12－10，8，3
4，8，9，7，6，11（2，1，12）5（10，3）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マンボネフュー �
�
父 バ ゴ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2012．9．15 中山1着

2010．4．4生 牡3青 母 セカンドハピネス 母母 Miesque 4戦2勝 賞金 20，714，000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。

00022 1月6日 曇 良 （25中山1）第2日 第10競走 ��
��1，800�

は つ ふ じ

初富士ステークス
発走14時50分 （芝・右）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：44．1

良
良

46 ステラロッサ 牡5栗 57 柴田 善臣 �社台レースホース角居 勝彦 安平 追分ファーム 508± 01：48．6 2．7�
22 フルアクセル 牡5栗 57 F．ベリー 山田 和正氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 484＋ 6 〃 クビ 3．0�

（愛）

34 トーセンジャガー 牡5青 57 江田 照男島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ
スティファーム 484＋ 21：48．7� 11．5�

57 ミカエルビスティー 牡6黒鹿57 田辺 裕信備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 480± 01：48．8	 14．8�
45 
 メイショウサミット 牡7鹿 57 中舘 英二松本 好雄氏 高橋 義忠 門別 日西牧場 550＋141：48．9クビ 18．0	
712 ケープタウンシチー 牝8青 55 丸田 恭介 
友駿ホースクラブ 池上 昌弘 門別 富川田中牧場 476＋16 〃 ハナ 78．8�
814 マイネルグート 牡6鹿 57 松岡 正海 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 526＋ 61：49．0� 7．9�
813 ア ラ フ ネ 牝4栗 54 大野 拓弥�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 440－ 6 〃 ハナ 74．0
11 マーブルデイビー 牡7栗 57 宮崎 北斗下村 直氏 清水 久詞 三石 三石川上牧場 486－ 41：49．1	 345．9�
610 ザバトルユージロー 牡7鹿 57 石橋 脩宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 434－ 61：49．2	 168．0�
33 マイネエポナ 牝4鹿 54 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 日高 シンコーファーム 448－ 2 〃 ハナ 42．1�
58 プティプランセス 牝7鹿 55 武士沢友治中山 芳樹氏 伊藤 正徳 日高 下河辺牧場 484－ 61：49．3	 90．2�
711
 サクラボールド 牡6栗 57 横山 典弘
さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 484± 01：49．4クビ 8．3�
69 メイショウゾウセン 牡5黒鹿57 吉田 隼人松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 468± 01：49．72 51．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 49，721，500円 複勝： 74，984，200円 枠連： 40，992，100円
馬連： 187，439，400円 馬単： 104，787，200円 ワイド： 61，821，700円
3連複： 211，933，200円 3連単： 409，329，800円 計： 1，141，009，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 130円 � 230円 枠 連（2－4） 420円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 210円 �� 560円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，250円 3 連 単 ��� 4，840円

票 数

単勝票数 計 497215 的中 � 148648（1番人気）
複勝票数 計 749842 的中 � 184591（1番人気）� 177695（2番人気）� 60471（5番人気）
枠連票数 計 409921 的中 （2－4） 72675（1番人気）
馬連票数 計1874394 的中 �� 302167（1番人気）
馬単票数 計1047872 的中 �� 90454（1番人気）
ワイド票数 計 618217 的中 �� 87118（1番人気）�� 24389（9番人気）�� 25186（7番人気）
3連複票数 計2119332 的中 ��� 125401（3番人気）
3連単票数 計4093298 的中 ��� 62536（5番人気）

ハロンタイム 12．4―12．3―12．2―12．6―12．1―12．0―11．6―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．7―36．9―49．5―1：01．6―1：13．6―1：25．2―1：36．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ステラロッサ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2011．1．16 京都2着

2008．4．17生 牡5栗 母 レッドキャット 母母 Lady Sharp 15戦5勝 賞金 96，456，000円
〔制裁〕 フルアクセル号の騎手F．ベリーは，1コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 アロマカフェ号・ケニアブラック号・チェリーメドゥーサ号・テーオーケンジャ号・プレミアムブルー号・

マイネルディーン号・ミヤビファルネーゼ号
※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。

２レース目



00023 1月6日 曇 良 （25中山1）第2日 第11競走 ��
��1，200�ジャニュアリーステークス

発走15時25分 （ダート・右）
4歳以上，24．1．5以降24．12．24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 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

815 キョウエイカルラ 牝6栗 52 丸田 恭介田中 晴夫氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 482－ 81：10．5 53．4�
714 ケイアイテンジン 牡7栗 56 田中 勝春亀田 和弘氏 白井 寿昭 三石 乾 皆雄 490＋ 2 〃 クビ 20．7�
510 マルカバッケン 牡6鹿 55 横山 典弘河長産業� 増本 豊 千歳 社台ファーム 486± 01：10．6� 4．4�
59 エクセルシオール 牡4栗 54 北村 宏司 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 498＋ 2 〃 クビ 4．5�
36 デュアルスウォード 牡5黒鹿56 F．ベリー �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 476＋121：10．7クビ 14．0	

（愛）

47 トシギャングスター 牡6芦 54 D．マクドノー 田畑 利彦氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 488＋ 6 〃 クビ 48．7

（愛）

816 シセイオウジ 牡6栗 55 勝浦 正樹猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 472＋ 81：10．8クビ 6．2�
713 アウトクラトール 牡8鹿 55 津村 明秀 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 480－ 41：11．01� 111．1�
11 フィールドシャイン 牡6栗 54 石橋 脩地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 482＋ 2 〃 ハナ 36．8
24 サウンドアクシス 牡7栗 55 松岡 正海 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 484± 0 〃 ハナ 93．0�
12 トーホウチェイサー 牡6栗 55 田辺 裕信東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 490± 01：11．21� 11．5�
611 セレスハント 牡8栗 57．5 蛯名 正義岡 浩二氏 松永 幹夫 えりも エクセルマネジメント B482＋ 31：11．3	 13．9�
35 
 エベレストオー 牡6鹿 54 柴田 善臣栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 中川牧場 B510＋ 41：11．72� 15．8�
612 シゲルソウウン �6栗 55 吉田 豊森中 蕃氏 高野 友和 新ひだか 仲野牧場 518－ 21：11．8クビ 66．9�
48 アドバンスウェイ 牡7鹿 56 木幡 初広西川 隆士氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 506＋ 8 〃 クビ 40．7�
23 マルカベンチャー 牡7栗 56 吉田 隼人河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム 470± 01：11．9� 5．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 68，138，900円 複勝： 108，121，200円 枠連： 111，629，200円
馬連： 404，346，400円 馬単： 197，699，000円 ワイド： 114，609，000円
3連複： 496，761，800円 3連単： 908，664，800円 計： 2，409，970，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，340円 複 勝 � 1，200円 � 560円 � 200円 枠 連（7－8） 5，270円

馬 連 �� 59，590円 馬 単 �� 121，790円

ワ イ ド �� 12，390円 �� 4，840円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 102，700円 3 連 単 ��� 1，025，380円

票 数

単勝票数 計 681389 的中 � 10071（13番人気）
複勝票数 計1081212 的中 � 20039（13番人気）� 46119（9番人気）� 179056（1番人気）
枠連票数 計1116292 的中 （7－8） 15662（19番人気）
馬連票数 計4043464 的中 �� 5008（94番人気）
馬単票数 計1976990 的中 �� 1198（187番人気）
ワイド票数 計1146090 的中 �� 2243（92番人気）�� 5804（51番人気）�� 15858（23番人気）
3連複票数 計4967618 的中 ��� 3570（236番人気）
3連単票数 計9086648 的中 ��� 654（1685番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．2―12．0―11．9―12．8

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウエイカルラ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2010．1．24 京都2着

2007．4．29生 牝6栗 母 レイズユアグラス 母母 レイズアプランサー 26戦6勝 賞金 83，465，000円
〔制裁〕 キョウエイカルラ号の騎手丸田恭介は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：8番・5番・1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。

00024 1月6日 曇 良 （25中山1）第2日 第12競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走16時00分 （芝・右）
1000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．2
1：56．1

良
良

35 ソウルフルヴォイス 牝6鹿 55 蛯名 正義吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 462＋ 22：00．2 2．8�
816 プレミアムタイム 牡4栗 56 横山 典弘 �社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム B498＋ 62：00．41� 8．9�
815 ソルレヴァンテ 牡4鹿 56 柴田 善臣 �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 474＋ 4 〃 ハナ 7．1�
714 オペラダンシング 牡4黒鹿56 江田 照男鈴木 可一氏 尾形 充弘 浦河 谷川牧場 464＋ 22：00．5	 12．8�
612 アースステップ 牡6鹿 57 北村 宏司吉田 和美氏 勢司 和浩 新冠 森 牧場 540＋ 2 〃 アタマ 36．6	
510 ブライトボーイ 牡4鹿 56 吉田 隼人古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 478＋ 2 〃 アタマ 19．4

59 コスモバタフライ 牝5黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 小河 豊水 474－ 42：00．82 3．5�
48 
 ユウターウェーヴ 牡6栗 57 村田 一誠北前孔一郎氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 496＋ 4 〃 クビ 40．3�
611
 トーセンインディ 牝5芦 55

52 ▲高嶋 活士島川 哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ
スティファーム 440＋ 82：00．9クビ 24．0�

713 アルマトゥーラ 牡6芦 57 勝浦 正樹コウトミックレーシング 斎藤 誠 日高 浦新 徳司 476＋ 82：01．11� 227．7�
12 マイネルカーミン 牡4黒鹿56 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 田湯牧場 490－ 22：01．2� 53．9�
11 マイネヒメル 牝4栗 54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 462＋ 22：01．52 78．8�
47 シンボリカージナル 牡7鹿 57 伊藤 工真シンボリ牧場 高橋 祥泰 静内 シンボリ牧場 504＋ 4 〃 ハナ 147．0�
24 グリッドマトリクス 牡7鹿 57 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 バンダム牧場 522＋182：01．6� 229．3�
36 カ ル マ ー ト 牝5黒鹿55 田中 勝春 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－ 2 〃 アタマ 24．3�
23 フェイルノート �6青鹿57 松岡 正海 �キャロットファーム 和田 正道 安平 ノーザンファーム 524＋ 82：01．81 18．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，050，700円 複勝： 81，130，500円 枠連： 60，434，500円
馬連： 183，920，500円 馬単： 100，721，000円 ワイド： 68，816，900円
3連複： 224，543，500円 3連単： 425，171，700円 計： 1，198，789，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 280円 � 230円 枠 連（3－8） 550円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 2，500円

ワ イ ド �� 680円 �� 480円 �� 970円

3 連 複 ��� 2，990円 3 連 単 ��� 13，770円

票 数

単勝票数 計 540507 的中 � 152623（1番人気）
複勝票数 計 811305 的中 � 224873（1番人気）� 61352（4番人気）� 81163（3番人気）
枠連票数 計 604345 的中 （3－8） 81378（2番人気）
馬連票数 計1839205 的中 �� 88526（3番人気）
馬単票数 計1007210 的中 �� 29734（5番人気）
ワイド票数 計 688169 的中 �� 25109（4番人気）�� 37384（2番人気）�� 16814（12番人気）
3連複票数 計2245435 的中 ��� 55485（8番人気）
3連単票数 計4251717 的中 ��� 22794（29番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―12．1―11．7―12．4―11．9―12．2―12．3―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．1―35．2―46．9―59．3―1：11．2―1：23．4―1：35．7―1：47．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．8
1
3
1，15（3，16）（4，6）－（2，5）（10，9）8（7，13）11，14，12
1－15－（3，16）－6（4，5）9（2，10）（8，13）7（11，14）12

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

勝馬の
紹 介

ソウルフルヴォイス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2010．1．10 中山2着

2007．2．3生 牝6鹿 母 トレアンサンブル 母母 ダイナアクトレス 19戦4勝 賞金 88，118，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エクセリオン号

４レース目



（25中山1）第2日 1月6日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 176頭 本 賞
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

205，540，000円
8，470，000円
1，400，000円
18，400，000円
65，915，500円
5，154，400円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
434，499，300円
786，322，700円
425，086，100円
1，482，311，800円
904，517，400円
544，639，100円
1，793，686，800円
3，377，447，800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 9，748，511，000円

総入場人員 25，538名 （有料入場人員 23，643名）
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