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00013 1月6日 晴 良 （26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

48 ギンザデスポット 牡3栗 56 内田 博幸有馬 博文氏 清水 英克 厚真 大川牧場 472± 01：13．2 5．9�
713 オールデフィート 牡3鹿 56 三浦 皇成�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 笹地牧場 468± 01：13．51� 16．4�
47 オ ー ド ヴ ィ 牝3黒鹿54 蛯名 正義�ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470－ 2 〃 ハナ 40．3�
816 アルディバイン 牡3鹿 56 田中 勝春髙樽さゆり氏 古賀 慎明 浦河 山下 恭茂 478＋10 〃 クビ 2．2�
611 ラインシャドー 牡3黒鹿 56

53 ▲伴 啓太大澤 繁昌氏 根本 康広 新ひだか 飛野牧場 506－ 21：14．13� 217．7	
612 ベルウッドタイガ 牡3黒鹿56 武士沢友治鈴木 照雄氏 田島 俊明 浦河 駿河牧場 514± 0 〃 ハナ 9．8

23 ウインネオルーラー 牡3黒鹿56 F．ベリー �ウイン 畠山 重則 浦河 日の出牧場 480＋10 〃 ハナ 4．8�

（愛）

35 ブラックシェンロン 牡3鹿 56 江田 照男田頭 勇貴氏 矢野 英一 登別 登別上水牧場 458－ 61：14．41� 33．6�
714 グ ラ ン パ レ 牡3栗 56 丸山 元気村山 忠弘氏 根本 康広 日高 モリナガファーム 458＋ 2 〃 ハナ 95．6
59 ゼンノブショウ 牡3鹿 56 吉田 豊大迫久美子氏 高橋 文雅 浦河 杵臼斉藤牧場 448－ 2 〃 ハナ 234．2�
510 プラウドワンダー 牡3鹿 56

54 △杉原 誠人伊東 純一氏 大江原 哲 日高 メイプルファーム B466＋ 21：14．71� 253．4�
815 アイティルビー 牝3鹿 54 田辺 裕信一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 420－ 21：14．8� 62．5�
12 	 ヒシサブリナ 牝3鹿 54 木幡 初広阿部 雅英氏 牧 光二 米 Masa-

ichiro Abe 462－ 41：14．9� 20．6�
36 ハコダテノタカ 
3鹿 56 津村 明秀河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 432＋ 21：15．11� 145．1�
24 キョウエイダルク 牝3鹿 54 戸崎 圭太田中 晴夫氏 武藤 善則 新冠 松浦牧場 426± 01：15．52� 9．2�
11 カ ツ ラ オ ー 牡3栗 56 丹内 祐次篠木 俊二氏 菅原 泰夫 茨城 篠木牧場 442－ 21：16．77 316．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，502，900円 複勝： 29，205，500円 枠連： 9，668，800円
馬連： 34，171，000円 馬単： 21，500，300円 ワイド： 18，120，400円
3連複： 48，950，800円 3連単： 79，801，500円 計： 255，921，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 170円 � 460円 � 940円 枠 連（4－7） 2，310円

馬 連 �� 4，160円 馬 単 �� 7，410円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 1，630円 �� 5，930円

3 連 複 ��� 28，500円 3 連 単 ��� 121，190円

票 数

単勝票数 計 145029 的中 � 19567（3番人気）
複勝票数 計 292055 的中 � 62781（2番人気）� 14861（6番人気）� 6529（9番人気）
枠連票数 計 96688 的中 （4－7） 3095（9番人気）
馬連票数 計 341710 的中 �� 6070（15番人気）
馬単票数 計 215003 的中 �� 2142（26番人気）
ワイド票数 計 181204 的中 �� 3712（14番人気）�� 2756（18番人気）�� 732（42番人気）
3連複票数 計 489508 的中 ��� 1268（73番人気）
3連単票数 計 798015 的中 ��� 486（329番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．7―12．5―12．9―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―34．2―46．7―59．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．7―3F39．0
3 ・（2，3）（7，4，8）（13，16）6，10（5，11，14，15）12－9，1 4 ・（2，3）（7，4，8）13（6，16）（5，11，10）（15，12）14－9－1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ギンザデスポット �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Haafhd デビュー 2013．9．14 中山15着

2011．4．24生 牡3栗 母 マイスイートベス 母母 ポーリッシュピンク 5戦1勝 賞金 8，900，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 カットキタイネン号・クラウンシンホニー号・クリキントン号・クリノゲンキチャン号・シゲルシモウサ号・

トシルビー号・フジミノル号・ムーンパスラブ号
※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 （26中山1）第2日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時20分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

714 ロトラトゥール 牝3鹿 54 横山 典弘國武 佳博氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 480－ 41：58．1 1．5�
59 ラフェットデメール 牝3黒鹿54 江田 照男大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 桜井牧場 B452＋ 21：58．42 26．2�
47 デザートオブムーン 牝3黒鹿54 内田 博幸 �グリーンファーム畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 478－ 61：58．5� 4．4�
35 エンジェルフォース 牝3鹿 54 北村 宏司 M・

Kenichiホールディング� 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 438＋ 61：59．03 25．8�
510 スエヒロフィオーレ 牝3鹿 54 蛯名 正義�みどり住宅 金成 貴史 浦河 三枝牧場 454－ 2 〃 ハナ 93．3�
48 クラシックセーラ 牝3鹿 54 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 新ひだか 寺越 政幸 470± 01：59．21 24．7	
611 ニシノプレリュード 牝3鹿 54 田辺 裕信西山 茂行氏 伊藤 大士 新冠 川上牧場 482＋10 〃 クビ 61．8

816 ナムラヒロイン 牝3鹿 54 津村 明秀奈村 信重氏 大和田 成 えりも 上島牧場 472＋161：59．83� 216．4�
11 ピ ザ ン 牝3鹿 54 戸崎 圭太池谷 誠一氏 大竹 正博 むかわ 上水牧場 476＋ 62：00．0� 7．3�
713 ターゲットバスター 牝3青 54

51 ▲伴 啓太古川 嘉治氏 加藤 和宏 日高 豊洋牧場 452－ 22：00．32 341．6
23 ココアチャン 牝3鹿 54 石橋 脩ケンレーシング組合 大和田 成 千歳 社台ファーム 434－ 6 〃 ハナ 188．3�
815 グレイスナカヤマ 牝3鹿 54 木幡 初広�中山牧場 牧 光二 浦河 中山牧場 488± 02：00．51� 192．0�
24 ミ レ シ ア 牝3黒鹿54 三浦 皇成水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 472＋ 42：00．82 42．0�
12 ホットボディー 牝3鹿 54 武士沢友治杉山 忠国氏 武市 康男 新ひだか 明治牧場 466－102：01．54 347．6�
612 ディアエミネンス 牝3栗 54 後藤 浩輝ディアレスト 伊藤 圭三 浦河 桑田フアーム 424± 02：01．92� 54．7�
36 レインボーヒロイン 牝3鹿 54 丸山 元気小野 博郷氏 土田 稔 日高 賀張中川牧場 454＋122：03．07 635．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，068，300円 複勝： 63，141，800円 枠連： 11，330，900円
馬連： 36，160，000円 馬単： 29，114，400円 ワイド： 19，063，500円
3連複： 50，686，400円 3連単： 100，719，300円 計： 330，284，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 290円 � 140円 枠 連（5－7） 900円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 370円 �� 170円 �� 710円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 4，670円

票 数

単勝票数 計 200683 的中 � 109581（1番人気）
複勝票数 計 631418 的中 � 411183（1番人気）� 19800（4番人気）� 72370（2番人気）
枠連票数 計 113309 的中 （5－7） 9367（3番人気）
馬連票数 計 361600 的中 �� 26186（3番人気）
馬単票数 計 291144 的中 �� 16036（4番人気）
ワイド票数 計 190635 的中 �� 11675（3番人気）�� 37109（1番人気）�� 5360（9番人気）
3連複票数 計 506864 的中 ��� 33599（2番人気）
3連単票数 計1007193 的中 ��� 15919（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．3―38．5―51．8―1：04．8―1：17．7―1：31．0―1：44．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．3―3F40．4
1
3
9，14（8，12，15）－16，11－13（6，10）7，1（4，5）－3，2
9，14（8，12，10）16（11，15，7）（4，13，1）－6，5，3－2

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

勝馬の
紹 介

ロトラトゥール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー 2013．7．28 新潟13着

2011．3．8生 牝3鹿 母 エスワンスペクター 母母 レディープロスパー 5戦1勝 賞金 9，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ウインサラ号・ウインシンデレラ号・ツインキャンドル号・ランデックハーツ号

第１回 中山競馬 第２日



00015 1月6日 晴 良 （26中山1）第2日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時50分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

48 レ オ ニ ー ズ 牡3鹿 56 F．ベリー �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 488－ 21：57．4 2．3�

（愛）

714 キンショーウズシオ 牡3芦 56 丸山 元気礒野日出夫氏 根本 康広 新冠 森永 聡 502－ 2 〃 ハナ 5．3�
611 クラシックメタル 牡3鹿 56 田中 勝春吉田 勝己氏 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：58．03� 32．6�
47 ガ ラ パ ゴ ス 牡3鹿 56 津村 明秀石川 達絵氏 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 B486＋ 21：58．21� 37．6�
816 ダンディゴールド 牡3鹿 56 吉田 豊鈴木 可一氏 尾形 充弘 新冠 柏木 一則 464＋201：58．41� 24．0�
36 バルコドール 牡3鹿 56 後藤 浩輝桐谷 茂氏 堀井 雅広 新ひだか 小林 嘉弘 B438＋12 〃 ハナ 12．8	
11 ノースエット 牡3黒鹿56 石橋 脩平賀 久枝氏 小笠 倫弘 浦河 鎌田 正嗣 516＋ 41：58．61� 6．0

35 シャドウカラーズ 牝3鹿 54 戸崎 圭太飯塚 知一氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 460－ 21：59．13 6．2�
612 ディアヴォーグ 牡3栗 56 武士沢友治ディアレスト 石栗 龍彦 浦河 金石牧場 474＋ 21：59．31� 25．2�
24 ポッドタイム 牡3栗 56 嘉藤 貴行小川眞査雄氏 畠山 吉宏 新冠 村田牧場 458＋ 4 〃 クビ 42．9
713 ケイブロック 牡3鹿 56 丹内 祐次山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 B532＋141：59．4� 143．4�
12 トーホウレオポルド 牡3青鹿56 G．ブノワ 東豊物産� 武藤 善則 日高 竹島 幸治 454＋12 〃 アタマ 159．5�

（仏）

510 ニ ル ス 牡3鹿 56
55 ☆横山 和生吉田 和美氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 462± 01：59．61� 34．2�

59 ハナズフィフティ 牝3黒鹿 54
51 ▲伴 啓太M．タバート氏 加藤 和宏 新ひだか 山野牧場 438＋ 22：00．02� 378．5�

815 マーシャラー 牡3黒鹿56 勝浦 正樹畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 514＋182：00．63� 256．9�
23 ドリームヴィジョン �3芦 56 江田 照男セゾンレースホース� 大江原 哲 浦河 ダイヤモンドファーム 454＋182：01．13 187．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，777，200円 複勝： 31，572，000円 枠連： 12，565，200円
馬連： 39，976，400円 馬単： 26，898，400円 ワイド： 19，562，200円
3連複： 53，663，800円 3連単： 88，516，200円 計： 291，531，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 170円 � 620円 枠 連（4－7） 460円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，450円 �� 2，440円

3 連 複 ��� 6，570円 3 連 単 ��� 19，630円

票 数

単勝票数 計 187772 的中 � 66828（1番人気）
複勝票数 計 315720 的中 � 91084（1番人気）� 50122（2番人気）� 8445（8番人気）
枠連票数 計 125652 的中 （4－7） 20291（1番人気）
馬連票数 計 399764 的中 �� 45687（1番人気）
馬単票数 計 268984 的中 �� 19879（1番人気）
ワイド票数 計 195622 的中 �� 20616（1番人気）�� 3052（16番人気）�� 1775（28番人気）
3連複票数 計 536638 的中 ��� 6037（22番人気）
3連単票数 計 885162 的中 ��� 3329（50番人気）

ハロンタイム 12．7―12．2―13．6―13．4―12．9―12．9―13．0―13．2―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．9―38．5―51．9―1：04．8―1：17．7―1：30．7―1：43．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レ オ ニ ー ズ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Alzao デビュー 2013．11．2 東京12着

2011．1．26生 牡3鹿 母 ミスアナレオ 母母 Monkey Business 3戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 サトノバイタル号・デピュティイモン号・バトルランチャ号・ヒムカ号・マイネルラヴォーロ号
（非抽選馬） 2頭 バーティカルテイル号・フジノゴトク号
※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。

00016 1月6日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （26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

34 レッドアーヴィング �5栗 60 西谷 誠 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 490＋ 43：18．4 4．4�
45 オリオンザアルファ 牡7黒鹿60 鈴木 慶太平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 B486－ 4 〃 クビ 10．4�
58 ノ ア ノ ア 牝6芦 58 平沢 健治M．タバート氏 牧浦 充徳 浦河 大北牧場 506＋ 63：19．03� 32．7�
69 � プロジェクトブルー 牡7鹿 60 石神 深一 �ブルーマネジメント星野 忍 浦河 大道牧場 530＋123：19．42� 3．9�
610 カリスマアキラ 牡5栗 60 金子 光希 Him Rock Racing 上原 博之 日高 タバタファーム 494＋103：21．3大差 141．7�
33 ナンデヤネン 牡7青 60 上野 翔杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 506＋303：21．72� 32．3	
813 ウルフキングボーイ �4青鹿59 山本 康志廣崎 利洋氏 小笠 倫弘 平取 清水牧場 496＋14 〃 アタマ 78．8

46 スズカホープ �6鹿 60 大江原 圭永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 506＋ 43：22．01	 6．5�
22 � トーセンアレス 牡7鹿 60 五十嵐雄祐島川 �哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム 488＋ 43：22．1クビ 4．1
814 スカルラット 牝5栃栗58 横山 義行�日進牧場 矢野 照正 様似 スイートフアーム 508＋ 83：22．31 12．3�
712 カワキタバルク 牡5青鹿60 小野寺祐太川島 吉男氏 大和田 成 日高 細川牧場 476－ 43：22．72� 164．2�
711 ティアサンシャイン 牝4青鹿57 高野 和馬岩崎 銀一氏 谷原 義明 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 488＋183：24．08 157．8�
11 � ブルースイショウ 牡5鹿 60 草野 太郎平本 敏夫氏 松山 康久 日高 モリナガファーム 502＋163：27．3大差 9．4�
57 � コトノクリチャン 牝5栗 58 浜野谷憲尚栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 駿河牧場 462＋20 （競走中止） 269．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 13，394，200円 複勝： 19，273，300円 枠連： 9，672，600円
馬連： 29，063，300円 馬単： 20，455，400円 ワイド： 13，101，100円
3連複： 40，145，400円 3連単： 66，568，700円 計： 211，674，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 220円 � 280円 � 870円 枠 連（3－4） 700円

馬 連 �� 2，180円 馬 単 �� 3，760円

ワ イ ド �� 820円 �� 1，560円 �� 2，720円

3 連 複 ��� 15，410円 3 連 単 ��� 59，340円

票 数

単勝票数 計 133942 的中 � 24127（3番人気）
複勝票数 計 192733 的中 � 27711（3番人気）� 18637（5番人気）� 4783（9番人気）
枠連票数 計 96726 的中 （3－4） 10211（2番人気）
馬連票数 計 290633 的中 �� 9881（9番人気）
馬単票数 計 204554 的中 �� 4023（15番人気）
ワイド票数 計 131011 的中 �� 4120（10番人気）�� 2053（21番人気）�� 1151（31番人気）
3連複票数 計 401454 的中 ��� 1923（49番人気）
3連単票数 計 665687 的中 ��� 828（178番人気）
上り 1マイル 1：49．0 4F 54．2－3F 40．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→→�→�」
1
�
4，5，8（11，14）（13，9）10，3，12，1－6－2＝7
4＝5－8，9－11－10，14，13，3＝12，6－（1，2）

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

勝馬の
紹 介

レッドアーヴィング �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2011．9．11 札幌1着

2009．2．9生 �5栗 母 エンプレスティアラ 母母 ゴールドティアラ 障害：4戦1勝 賞金 8，400，000円
〔競走中止〕 コトノクリチャン号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため2周目3号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 アマクサハイヤ号・スレイプニル号・トップエトワール号・ノボプレシャス号・ベロセットレコード号・

マイネルガヴロシュ号



00017 1月6日 晴 良 （26中山1）第2日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時10分 （芝・右・外）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

59 パワースラッガー 牡3鹿 56 江田 照男丸岡 啓一氏 菊川 正達 安平 吉田牧場 480 ―1：37．8 11．0�
610 バ リ ス 牡3栗 56 横山 典弘杉澤 光雄氏 小野 次郎 新冠 小泉牧場 480 ―1：37．9� 4．6�
712� ダークダイナミック 牡3鹿 54 北村 宏司吉田 和美氏 木村 哲也 豪 Stratheden

Stud Pty Ltd 502 ―1：38．64 10．6�
47 ヒロソーラー 牡3鹿 56 武士沢友治富岡己代子氏 古賀 史生 浦河 秋場牧場 492 ―1：38．81	 9．6�
23 ドラゴンカフェ 牡3黒鹿56 G．ブノワ 窪田 康志氏 田島 俊明 新ひだか 千代田牧場 532 ―1：38．9
 2．5�

（仏）

11 コーリンジャヴロー 牡3鹿 56 中谷 雄太伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 464 ― 〃 クビ 45．7�
713 マ イ カ イ 牝3鹿 54 柴山 雄一橋口 博氏 高木 登 浦河 林 孝輝 428 ―1：39．11	 100．7	
22 ナカヤマジェンヌ 牝3鹿 54 蛯名 正義和泉 憲一氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 430 ― 〃 ハナ 7．5

46 チャンピオンパイロ 牡3鹿 56 勝浦 正樹坪野谷和平氏 和田 雄二 新冠 川上牧場 436 ―1：39．31	 33．7�
34 ダイワシェリー 牝3栗 54 大野 拓弥大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 482 ―1：39．4� 16．7�
814 ローレルパシオン 牡3鹿 56 小島 太一 ローレルレーシング 菊川 正達 新冠 村田牧場 470 ―1：39．61	 120．8�
35 コスモハルカチャン 牝3鹿 54 津村 明秀岡田 繁幸氏 相沢 郁 別海 野付ライディ

ングファーム 460 ―1：39．81� 19．1�
815 コスモアズライト 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 日高 山際 辰夫 508 ―1：40．54 95．9�
611 シ ナ モ ン 牝3栗 54 梶 晃啓村島 昭男氏 松山 将樹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470 ―1：40．6クビ 59．4�
58 ジーガーチェリー 牝3栗 54

51 ▲伴 啓太�ジーガー 和田 正道 青森 滝沢牧場 442 ―1：42．4大差 183．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 17，666，800円 複勝： 26，678，500円 枠連： 13，207，700円
馬連： 44，691，600円 馬単： 28，252，800円 ワイド： 19，390，100円
3連複： 51，995，000円 3連単： 87，841，100円 計： 289，723，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 290円 � 180円 � 290円 枠 連（5－6） 2，540円

馬 連 �� 2，740円 馬 単 �� 5，980円

ワ イ ド �� 890円 �� 1，730円 �� 940円

3 連 複 ��� 7，930円 3 連 単 ��� 56，080円

票 数

単勝票数 計 176668 的中 � 12749（6番人気）
複勝票数 計 266785 的中 � 21904（6番人気）� 48704（2番人気）� 22785（5番人気）
枠連票数 計 132077 的中 （5－6） 3839（11番人気）
馬連票数 計 446916 的中 �� 12065（11番人気）
馬単票数 計 282528 的中 �� 3489（21番人気）
ワイド票数 計 193901 的中 �� 5470（9番人気）�� 2690（22番人気）�� 5160（10番人気）
3連複票数 計 519950 的中 ��� 4840（29番人気）
3連単票数 計 878411 的中 ��� 1156（181番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―25．3―37．9―50．6―1：02．9―1：14．8―1：26．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F34．9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

パワースラッガー �
�
父 ウインラディウス �

�
母父 クリスタルグリツターズ 初出走

2011．3．30生 牡3鹿 母 クリスタルフローラ 母母 キオイドリーム 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出走取消馬 クインズフローリー号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の30頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）30頭 アンテプリッツ号・ウインクラージュ号・ウインダムール号・エスティルージュ号・エンジェルピース号・

キモンオレンジ号・ケンブリッジベラ号・コウヨウパール号・コスモカーネリアン号・サーストンコラルド号・
シベリアンタイガー号・スイチョウカ号・ストームボーイ号・セイントベンチャー号・タッテナムコーナー号・
チヴリー号・デルマレレレノレ号・ニシノスコーピオン号・バンダムギムレット号・ビジンノカガミ号・
フェスティヴサン号・ボイルトウショウ号・マリアライト号・マーブルケーキ号・ミスマリーン号・
メガオパールカフェ号・メタフィジクス号・ラジオデイズ号・ラリングクライ号・ワンダフルニュース号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

00018 1月6日 晴 良 （26中山1）第2日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走12時40分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

36 マ ン リ ー 牡4鹿 56 勝浦 正樹古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 522＋181：12．8 9．9�
714 カフェブリリアント 牝4栗 54 松岡 正海西川 光一氏 松山 康久 新ひだか タイヘイ牧場 434－ 21：13．01� 4．7�
510 ミシックトウショウ 牝6鹿 55 岩部 純二トウショウ産業� 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 456－ 21：13．1クビ 8．0�
713� サクラシェンロン 牡4栗 56 戸崎 圭太�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 新和牧場 528＋18 〃 クビ 9．4�
47 サーストンデンバー 牡5鹿 57 柴田 善臣齊藤 宣勝氏 天間 昭一 新ひだか 仲野牧場 B530± 01：13．2� 3．7�
12 モリトブイコール �6栗 57

56 ☆横山 和生石橋 忠之氏 小桧山 悟 平取 スガタ牧場 480＋141：13．3� 14．7	
24 ヘイハチスカイ 牡5鹿 57 F．ベリー 伊藤 貴憲氏 和田 正道 浦河 オンワード牧場 468＋ 81：13．4� 11．8


（愛）

11 � ショウナンサッチモ 牡5栗 57 田辺 裕信国本 哲秀氏 上原 博之 日高 森永牧場 502－ 21：13．61	 7．6�
816� サザランディー 牝4黒鹿54 津村 明秀�村田牧場 鈴木 伸尋 新冠 村田牧場 468＋ 21：13．7
 105．2
23 グラマラスグロウ 牝4鹿 54 村田 一誠首藤 徳氏 蛯名 利弘 新ひだか グランド牧場 B466＋121：13．91 36．7�
59 フルーツガーデン 牝4青鹿54 田中 博康田頭 勇貴氏 菊沢 隆徳 浦河 谷口牧場 478＋ 61：14．0� 139．1�
48 ファイヤーヒース 牝4黒鹿54 宮崎 北斗�ノースヒルズ 田中 剛 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444＋ 41：14．1クビ 124．1�
35 カカアデンカ 牝4栗 54 丸山 元気星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B454＋ 6 〃 ハナ 100．8�
815 ヴェアリアスローズ 牝4栗 54

51 ▲原田 和真小林 秀樹氏 栗田 徹 新冠 村上牧場 404－ 21：14．2� 69．7�
612 ワンダービリーヴ 牝4鹿 54 大野 拓弥半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 458＋141：14．41	 138．2�
611 オリオンザプラズマ 牡4栗 56

53 ▲花田 大昂平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 有限会社石川牧場 474＋121：14．72 12．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，125，600円 複勝： 36，021，300円 枠連： 16，521，500円
馬連： 51，137，800円 馬単： 29，500，000円 ワイド： 24，969，000円
3連複： 69，981，700円 3連単： 104，967，000円 計： 351，223，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 290円 � 200円 � 260円 枠 連（3－7） 2，600円

馬 連 �� 4，060円 馬 単 �� 8，330円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 1，540円 �� 950円

3 連 複 ��� 12，770円 3 連 単 ��� 85，600円

票 数

単勝票数 計 181256 的中 � 14508（6番人気）
複勝票数 計 360213 的中 � 30379（5番人気）� 51974（2番人気）� 36095（4番人気）
枠連票数 計 165215 的中 （3－7） 4703（14番人気）
馬連票数 計 511378 的中 �� 9310（17番人気）
馬単票数 計 295000 的中 �� 2615（35番人気）
ワイド票数 計 249690 的中 �� 4190（20番人気）�� 3943（22番人気）�� 6655（9番人気）
3連複票数 計 699817 的中 ��� 4047（43番人気）
3連単票数 計1049670 的中 ��� 905（298番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．8―12．1―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―34．8―46．9―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マ ン リ ー �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 オ ー ス デビュー 2012．12．16 中山12着

2010．4．1生 牡4鹿 母 ウィンブルーム 母母 ミスカスウェル 12戦2勝 賞金 18，320，000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。
（非抽選馬） 2頭 アスキットキング号・ウエスタンソーレ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



00019 1月6日 晴 良 （26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 7，500，000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

611 バイタルフォルム 牡4黒鹿56 西村 太一髙樽さゆり氏 新開 幸一 浦河 藤春 修二 492－ 21：55．4 3．5�
815 トウショウプライド 牡4栗 56 大野 拓弥トウショウ産業� 武市 康男 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 510＋ 81：55．5� 28．2�
12 バーディーイーグル 牡4鹿 56 内田 博幸里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 488＋ 2 〃 クビ 3．3�
816	 ウェルウィッチア 牡5鹿 57 後藤 浩輝塩川 和則氏 高木 登 浦河 山勝牧場 B480± 01：55．6� 10．8�
612 ヴァルディヴィア 牡6鹿 57 戸崎 圭太 �社台レースホース二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508＋ 21：56．02� 9．1	
23 	 ヒカルデザイアー 牡4鹿 56

53 ▲花田 大昂高橋 光氏 武藤 善則 登別 登別上水牧場 482＋ 61：56．31
 51．4

35 � ヤンキーソヴリン �4黒鹿56 江田 照男岡田 牧雄氏 牧 光二 米 S. D.

Brilie, L. P. 502＋ 41：56．4
 7．6�
48 アサクサベルーガ 牡4黒鹿56 北村 宏司田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 468＋12 〃 ハナ 40．4�
714� ヒシサイレンス 牡4黒鹿56 三浦 皇成阿部 雅英氏 小笠 倫弘 米 Masa-

ichiro Abe 468－ 21：56．71
 28．2
510	 ノアミラクル 牡4鹿 56 西田雄一郎佐山 公男氏 天間 昭一 日高 細川牧場 464＋101：56．8クビ 25．3�
36 ローレルクラウド 牡5栗 57 田辺 裕信 �ローレルレーシング 大竹 正博 日高 天羽 禮治 500＋ 8 〃 ハナ 10．7�
59 � ヒシラストガイ 牡4栗 56 蛯名 正義阿部 雅英氏 久保田貴士 米 Masa-

ichiro Abe 490＋141：57．01� 29．8�
24 サクセスカーチス 牡4鹿 56 木幡 初広髙嶋 哲氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 480＋101：57．21 159．5�
47 スリーヨーク 牡4鹿 56 F．ベリー 永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B462＋ 91：58．15 50．4�

（愛）

713 コウズシャイン 牡5鹿 57 二本柳 壮山本 功士氏 二本柳俊一 浦河 高松牧場 506± 02：00．1大差 370．4�
11 � タツショウワ 牡5栗 57

54 ▲原田 和真�向別牧場 根本 康広 米 New Century
Bloodstock, LLC 496＋102：00．73� 40．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，450，200円 複勝： 42，887，600円 枠連： 20，957，600円
馬連： 60，047，100円 馬単： 34，714，300円 ワイド： 29，040，000円
3連複： 85，233，300円 3連単： 123，138，100円 計： 419，468，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 680円 � 150円 枠 連（6－8） 980円

馬 連 �� 5，240円 馬 単 �� 8，530円

ワ イ ド �� 1，670円 �� 290円 �� 2，110円

3 連 複 ��� 6，990円 3 連 単 ��� 43，740円

票 数

単勝票数 計 234502 的中 � 53113（2番人気）
複勝票数 計 428876 的中 � 92299（1番人気）� 10786（11番人気）� 90025（2番人気）
枠連票数 計 209576 的中 （6－8） 15873（4番人気）
馬連票数 計 600471 的中 �� 8472（18番人気）
馬単票数 計 347143 的中 �� 3005（29番人気）
ワイド票数 計 290400 的中 �� 3917（19番人気）�� 29504（1番人気）�� 3079（26番人気）
3連複票数 計 852333 的中 ��� 9007（20番人気）
3連単票数 計1231381 的中 ��� 2078（117番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―13．3―13．3―12．3―12．3―12．6―12．8―14．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―37．7―51．0―1：03．3―1：15．6―1：28．2―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バイタルフォルム �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2012．10．6 東京1着

2010．4．20生 牡4黒鹿 母 ポピーリース 母母 ポ ピ ー デ イ 12戦2勝 賞金 22，670，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タツショウワ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 コスモマイギフト号・マイネルボンド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

00020 1月6日 晴 良 （26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 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

47 アビリティラヴ 牡4鹿 56 柴田 善臣本間 充氏 本間 忍 浦河 田中スタッド 484－ 21：11．5 2．6�
510 フルヒロボーイ 牡5鹿 57 大野 拓弥古岡 宏仁氏 田中 清隆 日高 木村牧場 532＋10 〃 クビ 10．5�
24 フォルテリコルド 牡5鹿 57 内田 博幸 �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 554＋ 21：11．71 10．3�
816 ジャーグラット 牡6栗 57 三浦 皇成本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 448± 01：11．91� 47．7�
713 アルベルティ 牡6鹿 57 G．ブノワ 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 526＋ 81：12．0	 3．9�
（仏）

612 キンショーユウジャ 牡6栗 57 柴山 雄一礒野日出夫氏 田島 俊明 新ひだか 藤本牧場 510＋181：12．21	 257．9	
714 テ ム ジ ン 牡5鹿 57 蛯名 正義熊谷 貴之氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 488＋ 8 〃 ハナ 8．0

35 ヴェイグストーリー 牝5栗 55 丸山 元気 �社台レースホース中川 公成 千歳 社台ファーム 504－ 41：12．41� 16．1�
815 センジンジョー 牡7鹿 57 津村 明秀河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 大狩部牧場 462＋ 2 〃 アタマ 45．0�
36 ジョージジョージ 牡4栗 56 嘉藤 貴行北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 460＋221：12．5	 178．4
611 ジェイケイホーム 牡4栃栗56 江田 照男小谷野次郎氏 田中 剛 新ひだか 池田牧場 472＋ 2 〃 同着 9．9�
12 トップフライアー 牡5青鹿57 田辺 裕信井上 一郎氏 杉浦 宏昭 様似 中脇 一幸 B508＋181：12．71� 23．9�
59 ディアジーローズ 牝5青 55 勝浦 正樹ディアレスト 高橋 裕 新ひだか タイヘイ牧場 440＋ 21：12．9
 90．2�
11 アイティクイーン 牝6栗 55 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 日高 白井牧場 514＋101：13．85 219．2�
23 � マスターエクレール 牝5黒鹿55 木幡 初広�服部牧場 牧 光二 米 Hidden

Springs Farm B526＋161：14．12 118．6�
48 カラダエーピー 牝4栗 54

51 ▲長岡 禎仁子安 裕樹氏 尾形 和幸 平取 清水牧場 478＋ 41：14．2	 51．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，750，500円 複勝： 45，730，200円 枠連： 22，336，500円
馬連： 68，478，900円 馬単： 39，123，900円 ワイド： 30，722，000円
3連複： 81，704，300円 3連単： 141，081，400円 計： 454，927，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 300円 � 260円 枠 連（4－5） 1，470円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 2，290円

ワ イ ド �� 600円 �� 690円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 4，510円 3 連 単 ��� 18，010円

票 数

単勝票数 計 257505 的中 � 79067（1番人気）
複勝票数 計 457302 的中 � 106243（1番人気）� 34582（6番人気）� 40850（4番人気）
枠連票数 計 223365 的中 （4－5） 11246（7番人気）
馬連票数 計 684789 的中 �� 34737（4番人気）
馬単票数 計 391239 的中 �� 12637（6番人気）
ワイド票数 計 307220 的中 �� 13156（5番人気）�� 11196（7番人気）�� 4714（19番人気）
3連複票数 計 817043 的中 ��� 13393（15番人気）
3連単票数 計1410814 的中 ��� 5782（42番人気）

ハロンタイム 11．8―10．2―11．1―12．2―12．8―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．0―33．1―45．3―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アビリティラヴ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 オ ジ ジ ア ン デビュー 2013．1．19 中山2着

2010．2．28生 牡4鹿 母 ジ ル ニ ー ナ 母母 サクラメグミ 7戦3勝 賞金 32，600，000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 テイクエイム号
（非抽選馬） 2頭 ピオニエトウショウ号・ミヤビリファイン号
※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。



00021 1月6日 晴 良 （26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 9，800，000円 3，900，000円 2，500，000円 1，500，000円 980，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．0
1：56．1

良
良

711 バウンスシャッセ 牝3鹿 54 G．ブノワ �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 510＋ 62：00．8 22．7�
（仏）

11 ホルボッシュ 牡3黒鹿56 北村 宏司窪田 康志氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 484＋ 22：01．01� 10．0�
57 ダノンアンビシャス 牡3黒鹿56 内田 博幸�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 464－ 22：01．21� 3．5�
33 クインズチャイルド 牡3鹿 56 後藤 浩輝 �クイーンズ・ランチ 伊藤 圭三 新ひだか 折手牧場 478± 02：01．52 24．0�
813 ブルーフラッシュ 牡3芦 56 蛯名 正義桜井 欣吾氏 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 452± 0 〃 クビ 3．4	
22 ダノンミシガン 牡3芦 56 三浦 皇成�ダノックス 久保田貴士 千歳 社台ファーム 488＋ 82：01．6クビ 47．3

56 ティックルゴールド 牝3鹿 54 田辺 裕信有限会社シルク田島 俊明 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440＋ 22：01．7� 11．0�
812 マイネオーラム 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 462＋ 4 〃 ハナ 11．0�
45 ハイアーレート 牡3黒鹿56 吉田 豊 �キャロットファーム 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム 496－ 22：01．91� 7．5
710 コスモディクシー 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 474－ 62：02．0クビ 218．9�
44 アカノジュウハチ 牡3芦 56 田中 勝春根本 忠義氏 尾関 知人 平取 坂東牧場 494－ 62：02．42� 11．2�
69 レッドオラシオン 牡3芦 56 中舘 英二 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B458＋ 22：03．35 74．7�
68 サニーデイズ 牡3黒鹿56 津村 明秀星野 祐介氏 相沢 郁 日高 前野牧場 500＋ 62：08．1大差 23．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 39，388，700円 複勝： 65，539，100円 枠連： 27，637，100円
馬連： 101，075，500円 馬単： 56，718，800円 ワイド： 40，701，900円
3連複： 120，307，200円 3連単： 222，239，200円 計： 673，607，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，270円 複 勝 � 630円 � 320円 � 170円 枠 連（1－7） 9，960円

馬 連 �� 9，300円 馬 単 �� 24，330円

ワ イ ド �� 2，770円 �� 1，630円 �� 720円

3 連 複 ��� 13，700円 3 連 単 ��� 141，150円

票 数

単勝票数 計 393887 的中 � 13707（8番人気）
複勝票数 計 655391 的中 � 22217（10番人気）� 50540（7番人気）� 132324（2番人気）
枠連票数 計 276371 的中 （1－7） 2048（24番人気）
馬連票数 計1010755 的中 �� 8025（33番人気）
馬単票数 計 567188 的中 �� 1721（80番人気）
ワイド票数 計 407019 的中 �� 3497（40番人気）�� 6081（23番人気）�� 14729（6番人気）
3連複票数 計1203072 的中 ��� 6483（53番人気）
3連単票数 計2222392 的中 ��� 1162（472番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―12．8―11．9―12．3―11．4―11．9―12．2―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．5―36．3―48．2―1：00．5―1：11．9―1：23．8―1：36．0―1：48．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バウンスシャッセ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Halling デビュー 2013．8．4 函館1着

2011．5．6生 牝3鹿 母 リッチダンサー 母母 Fairy Flight 4戦2勝 賞金 17，150，000円
〔その他〕 サニーデイズ号は，競走中に疾病〔右橈骨遠位端骨折〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を

除外。
※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 晴 良 （26中山1）第2日 第10競走 ��
��1，200�サンライズステークス

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

賞 品
本 賞 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

59 レオンビスティー 牡5鹿 57 田辺 裕信備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 500＋ 41：08．5 5．3�
47 スマートオリオン 牡4栗 56 横山 和生大川 徹氏 鹿戸 雄一 日高 いとう牧場 496＋ 21：08．71� 6．3�
48 	 ポアゾンブラック 牡5青鹿57 横山 典弘村上 憲政氏 本田 優 日高 出口牧場 524＋121：08．91� 9．4�
612 ヤマニンプチガトー 牝5栗 55 津村 明秀土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 478＋ 21：09．0
 14．7�
713� フレデフォート 牡7鹿 57 大野 拓弥 �キャロットファーム 安田 隆行 豪 Barree Stud 458± 0 〃 ハナ 29．5�
816 ラフレーズカフェ 牝5青鹿55 柴山 雄一西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム 482＋ 6 〃 クビ 11．1	
714 ハングリージャック 牡7黒鹿57 蛯名 正義吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 496－ 6 〃 アタマ 15．5

510 コスモアクセス 牝5栗 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 474＋201：09．21� 55．1�
35 	 シーギリヤガール 牝4栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 英克 日高 新生ファーム 448＋ 61：09．3� 121．1�
12 ダノンフェアリー 牡6鹿 57 戸崎 圭太ダノックス 角居 勝彦 安平 追分ファーム 514± 0 〃 アタマ 34．7�
611 シーブリーズライフ 牝4栗 54 田中 勝春飯田 正剛氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 464＋ 6 〃 ハナ 16．1�
815	 コウヨウアレス 牡5青鹿57 内田 博幸寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 492＋ 81：09．4
 3．3�
11 ジャーエスペランサ 牡5鹿 57 三浦 皇成本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 492＋ 61：09．5� 11．8�
24 ピースピース 牡8鹿 57 石橋 脩�髙昭牧場 和田 雄二 浦河 高昭牧場 480± 01：09．81
 229．1�
36 エ ス カ ー ダ 牡7青鹿57 田中 博康山本 武司氏 高市 圭二 浦河 北俣牧場 478＋ 41：09．9
 207．6�
23 ル リ ニ ガ ナ 牝6鹿 55 松岡 正海�川島牧場 小野 次郎 新冠 川島牧場 B464＋ 41：10．0
 29．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，433，800円 複勝： 67，257，100円 枠連： 38，956，100円
馬連： 147，320，800円 馬単： 72，591，400円 ワイド： 50，953，400円
3連複： 182，590，100円 3連単： 309，806，900円 計： 907，909，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 200円 � 240円 � 340円 枠 連（4－5） 890円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 2，560円

ワ イ ド �� 570円 �� 820円 �� 950円

3 連 複 ��� 3，440円 3 連 単 ��� 16，460円

票 数

単勝票数 計 384338 的中 � 57461（2番人気）
複勝票数 計 672571 的中 � 99516（2番人気）� 76924（3番人気）� 47202（5番人気）
枠連票数 計 389561 的中 （4－5） 32533（3番人気）
馬連票数 計1473208 的中 �� 82066（3番人気）
馬単票数 計 725914 的中 �� 20951（4番人気）
ワイド票数 計 509534 的中 �� 23020（3番人気）�� 15282（5番人気）�� 12904（10番人気）
3連複票数 計1825901 的中 ��� 39197（3番人気）
3連単票数 計3098069 的中 ��� 13893（11番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．0―11．3―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．6―44．9―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レオンビスティー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Tabasco Cat デビュー 2011．9．19 阪神3着

2009．3．21生 牡5鹿 母 スパイシークラウン 母母 ウエストバイノースウエスト 22戦4勝 賞金 94，017，000円
〔その他〕 シーブリーズライフ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 シーブリーズライフ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年2月6日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）13頭 アルマリンピア号・アンバルブライベン号・キョウエイバサラ号・サニーヘイロー号・セイコーライコウ号・

トーセントレジャー号・トーホウプリンセス号・ミッドナイトクロス号・メジロツボネ号・ヤマニングルノイユ号・
ルチャドルアスール号・ローブドヴルール号・ワキノブレイブ号



00023 1月6日 晴 良 （26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，25．1．5以降25．12．23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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

612 スノードラゴン 牡6芦 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新冠 イワミ牧場 512± 01：10．6 3．9�
47 トキノエクセレント 牡6黒鹿55 三浦 皇成田中 準市氏 矢野 照正 浦河 三嶋牧場 478＋ 61：10．81� 18．8�
510 スイートジュエリー 牝5黒鹿53 戸崎 圭太下河�行雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 B502＋ 6 〃 クビ 3．7�
713 タイセイファントム 牡6鹿 54 G．ブノワ 田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 456± 01：11．11� 21．4�

（仏）

23 アドマイヤサガス 牡6青 57 石橋 脩近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 520＋ 21：11．2	 5．6�
611 マルカバッケン 牡7鹿 57．5 田中 勝春河長産業	 中村 均 千歳 社台ファーム 486＋ 2 〃 アタマ 11．4

35 ダッシャーワン 牡6栗 55 横山 典弘芦田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 502＋121：11．41� 16．8�
816 セレスハント 牡9栗 57．5 後藤 浩輝岡 浩二氏 松永 幹夫 えりも エクセルマネジメント B478＋ 81：11．5クビ 55．2�
714 サウンドアクシス 牡8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 486－ 8 〃 アタマ 97．9�
36 トーホウチェイサー 牡7栗 55 田辺 裕信東豊物産	 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 490＋ 8 〃 クビ 61．2�
59 キョウワマグナム 牡7鹿 55 蛯名 正義協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 562＋141：11．6	 32．0�
24 メイショウツチヤマ 牡7鹿 54 柴田 善臣松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 486＋ 21：11．81	 97．2�
11 
 エスケープマジック 牡6鹿 53 伊藤 工真 サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 494－ 21：12．11� 202．7�
815
 サクラシャイニー 牡8栗 54 北村 宏司	さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 472＋ 61：12．31� 50．6�
48 ケ ビ ン ド ゥ 牡5栗 54 内田 博幸井上 一郎氏 伊藤 大士 日高 いとう牧場 484± 01：12．51� 5．6�
12 リ ュ ン ヌ 牝7鹿 52 村田 一誠吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 476－ 21：13．67 67．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 64，081，200円 複勝： 107，120，700円 枠連： 69，217，100円
馬連： 301，242，600円 馬単： 153，096，600円 ワイド： 99，136，400円
3連複： 413，671，500円 3連単： 819，590，300円 計： 2，027，156，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 370円 � 170円 枠 連（4－6） 670円

馬 連 �� 3，200円 馬 単 �� 4，960円

ワ イ ド �� 840円 �� 360円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 4，090円 3 連 単 ��� 26，050円

票 数

単勝票数 計 640812 的中 � 131578（2番人気）
複勝票数 計1071207 的中 � 220515（1番人気）� 57275（6番人気）� 187570（2番人気）
枠連票数 計 692171 的中 （4－6） 77292（2番人気）
馬連票数 計3012426 的中 �� 69602（12番人気）
馬単票数 計1530966 的中 �� 22810（17番人気）
ワイド票数 計 991364 的中 �� 28047（8番人気）�� 76508（1番人気）�� 17673（15番人気）
3連複票数 計4136715 的中 ��� 74733（9番人気）
3連単票数 計8195903 的中 ��� 23227（60番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．4―12．0―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―34．0―46．0―58．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．6
3 ・（2，3）（8，10）15（1，7，11，16）（5，12，14）（6，13）4－9 4 3（2，8，10）7（1，11，15）（5，12，16）14（4，6，13）－9

勝馬の
紹 介

スノードラゴン �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 タヤスツヨシ デビュー 2010．8．28 新潟2着

2008．4．6生 牡6芦 母 マイネカプリース 母母 ダイナカプリ 28戦7勝 賞金 157，464，000円
［他本会外：1戦0勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の16頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）16頭 ヴァンヌーヴォー号・エベレストオー号・オセアニアボス号・コスモソーンパーク号・ゴットフリート号・

サウンドガガ号・シセイオウジ号・ジョヴァンニ号・スズジュピター号・ソロル号・タイムズアロー号・
チョイワルグランパ号・ナガラオリオン号・ハッピーカオル号・フィールドシャイン号・モンテエン号

※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。

00024 1月6日 晴 良 （26中山1）第2日 第12競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走16時00分 （芝・右）
1000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．0
1：56．1

良
良

44 ライズトゥフェイム 牡4鹿 56 田中 勝春有限会社シルク加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484－ 22：01．4 2．0�

78 マイネルシュライ 牡6青 57 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B492＋ 82：01．72 4．2�
22 ソールデスタン 牡7鹿 57 黛 弘人�前川企画 奥平 雅士 浦河 鎌田 正嗣 466＋ 42：02．02 44．5�
33 ナンヨーケンゴー �4鹿 56 F．ベリー 中村 德也氏 斎藤 誠 日高 日高大洋牧場 478－ 4 〃 アタマ 8．8�

（愛）

810 トルークマクト 牡4鹿 56 武士沢友治�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 454＋ 6 〃 ハナ 18．4	
55 	 アルティスト 牡7鹿 57 柴田 善臣塩入とめ子氏 中野 栄治 浦河 高岸 順一 484－ 2 〃 ハナ 15．8

67 マイネルテンクウ 牡5鹿 57 柴田 大知 �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 524＋ 62：02．1
 11．2�
79 コスモグレースフル 牡5鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 浦河 木村牧場 498－ 4 〃 同着 9．4�
66 ショウナンバーズ 牡6鹿 57 北村 宏司国本 哲秀氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 520＋162：02．2クビ 23．1
811 オペラダンシング 牡5黒鹿57 江田 照男鈴木 可一氏 尾形 充弘 浦河 谷川牧場 458－ 22：02．41� 48．3�
11 グレートマーシャル 牡6鹿 57

54 ▲原田 和真浅田 次郎氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 484－ 22：03．03
 201．0�
（11頭）

売 得 金
単勝： 36，280，700円 複勝： 56，873，200円 枠連： 25，678，900円
馬連： 104，198，800円 馬単： 74，343，500円 ワイド： 40，760，900円
3連複： 130，756，000円 3連単： 324，800，200円 計： 793，692，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 150円 � 460円 枠 連（4－7） 250円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 190円 �� 770円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 2，950円 3 連 単 ��� 8，640円

票 数

単勝票数 計 362807 的中 � 145571（1番人気）
複勝票数 計 568732 的中 � 216694（1番人気）� 97824（2番人気）� 17709（9番人気）
枠連票数 計 256789 的中 （4－7） 76502（1番人気）
馬連票数 計1041988 的中 �� 211935（1番人気）
馬単票数 計 743435 的中 �� 104229（1番人気）
ワイド票数 計 407609 的中 �� 68124（1番人気）�� 11427（10番人気）�� 6796（18番人気）
3連複票数 計1307560 的中 ��� 32734（9番人気）
3連単票数 計3248002 的中 ��� 27771（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．5―37．8―49．6―1：02．1―1：14．2―1：25．9―1：37．6―1：49．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ライズトゥフェイム �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Barathea デビュー 2012．12．9 中山4着

2010．3．30生 牡4鹿 母 バラファミー 母母 Infamy 6戦3勝 賞金 27，138，000円
※出走取消馬 キングロンシャープ号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（26中山1）第2日 1月6日（月曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 181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

211，560，000円
5，510，000円
1，550，000円
19，170，000円
70，923，500円
5，520，800円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
329，920，100円
591，300，300円
277，750，000円
1，017，563，800円
586，309，800円
405，520，900円
1，329，685，500円
2，469，069，900円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，007，120，300円

総入場人員 14，108名 （有料入場人員 12，855名）
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