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00037 1月12日 晴 重 （26中山1）第4日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走9時55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

711 トウカイマインド 牝3鹿 54 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 浦河 帰山 清貴 450＋ 41：13．3 3．9�
813 ノワールアンジュ 牝3黒鹿54 田中 勝春 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 494＋ 4 〃 クビ 6．2�
57 シゲルイシカリ 牝3栗 54 吉田 隼人森中 蕃氏 佐藤 吉勝 新冠 タニグチ牧場 422＋ 21：13．4クビ 122．4�
33 ミシェルメモリアル 牝3鹿 54 丸田 恭介山内 晃氏 和田正一郎 安平 追分ファーム 452－ 8 〃 クビ 10．3�
58 リストワール 牝3黒鹿54 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 472＋10 〃 アタマ 29．6	
610 ヤマイチヒカリ 牝3鹿 54 北村 宏司坂本 肇氏 大江原 哲 森 笹川大晃牧場 452－ 61：13．61� 3．1

814 ケージーオオゾラ 牝3栗 54 平野 優川井 五郎氏 伊藤 大士 新ひだか 松本牧場 448＋ 21：13．7� 12．7�
45 サマードール 牝3栗 54

51 ▲原田 和真セゾンレースホース� 根本 康広 新ひだか 荒木 貴宏 460± 01：14．01� 20．2�
22 スリーパイン 牝3鹿 54 石橋 脩鈴木 照雄氏 武市 康男 新ひだか 田中 春美 474－ 61：14．21 8．5
34 ニシノベニザクラ 牝3青鹿54 蛯名 正義西山 茂行氏 伊藤 圭三 浦河 高昭牧場 B478－ 21：14．3� 55．1�
712 アクアベール 牝3芦 54 田辺 裕信ビジョンサラブレッドクラブ 尾形 和幸 新冠 富本 茂喜 420＋ 61：14．83 21．7�
11 タマモウエルカム 牝3黒鹿54 武士沢友治タマモ� 清水 英克 新ひだか フジワラフアーム 416－ 41：14．9� 29．7�
69 オーバートゥループ 牝3鹿 54 二本柳 壮北駿競走馬組合 佐藤 吉勝 新ひだか 沼田 照秋 454－181：15．11 41．7�
46 ピンフブルース 牝3栗 54 丸山 元気�向別牧場 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 388－ 21：15．84 246．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，638，600円 複勝： 49，971，400円 枠連： 14，752，400円
馬連： 64，024，700円 馬単： 40，414，900円 ワイド： 31，854，000円
3連複： 88，759，300円 3連単： 140，891，200円 計： 453，306，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 270円 � 2，510円 枠 連（7－8） 650円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 2，150円

ワ イ ド �� 520円 �� 6，570円 �� 10，880円

3 連 複 ��� 43，100円 3 連 単 ��� 144，620円

票 数

単勝票数 計 226386 的中 � 46896（2番人気）
複勝票数 計 499714 的中 � 109125（2番人気）� 48674（4番人気）� 3771（13番人気）
枠連票数 計 147524 的中 （7－8） 16841（2番人気）
馬連票数 計 640247 的中 �� 38818（3番人気）
馬単票数 計 404149 的中 �� 13898（5番人気）
ワイド票数 計 318540 的中 �� 16885（4番人気）�� 1136（54番人気）�� 683（65番人気）
3連複票数 計 887593 的中 ��� 1520（103番人気）
3連単票数 計1408912 的中 ��� 719（413番人気）

ハロンタイム 11．7―10．9―11．7―12．9―12．6―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．6―34．3―47．2―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウカイマインド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー 2013．10．13 東京6着

2011．3．24生 牝3鹿 母 トウカイデンヒル 母母 トウカイスコール 5戦1勝 賞金 8，100，000円
※出走取消馬 ヤマニンシュワイエ号（疾病〔右肩跛行〕のため）・ワイエムテイラー号（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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 スプリグロウス号・デルマアラレチャン号・マダムアグライア号・モアアンドモア号・ラダムドー号

00038 1月12日 晴 重 （26中山1）第4日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時25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 アイアピール 牡3鹿 56 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 日高 モリナガファーム 488 ―1：58．9 21．2�
24 ドラゴンキック 牡3黒鹿56 G．ブノワ 窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 556 ― 〃 クビ 4．6�

（仏）

713 コクシブルース �3鹿 56 丸山 元気�向別牧場 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 472 ―1：59．43 21．6�
714 シンザンプロスパー 牡3鹿 56 西田雄一郎平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 細川牧場 514 ― 〃 クビ 29．0�
510 シセイムゲン 牡3黒鹿56 丸田 恭介猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 512 ―1：59．5� 12．9�
59 ビ ッ グ ギ グ 牡3栗 56 横山 典弘吉田 照哉氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 520 ―1：59．81	 8．0	
47 セイントベンチャー 牡3鹿 56

55 ☆横山 和生内海 正章氏 勢司 和浩 日高 高山 博 478 ―2：00．11	 116．5

611
 アイリッシュギフト 牡3鹿 56 F．ベリー �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 英 Christopher &
Annabelle Mason 512 ―2：00．2� 5．6�

（愛）

612 ファーストフォリオ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 �社台レースホース田島 俊明 千歳 社台ファーム 480 ―2：00．41� 4．8
12 キネオフォルツァ 牡3芦 56 北村 宏司吉田 千津氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 518 ― 〃 クビ 6．1�
816 ヤレバデキルコ 牡3黒鹿56 吉田 隼人藤枝 眞澄氏 菊川 正達 日高 中前牧場 486 ―2：00．61 19．6�
815 パワーショット 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真 �クローバー商事 小桧山 悟 新冠 榊原 光子 444 ―2：00．7� 144．6�
35 タケルポジティブ 牡3青鹿56 柴山 雄一森 保彦氏 池上 昌弘 新ひだか 千代田牧場 474 ―2：02．6大差 64．2�
36 ニブマイスター 牡3黒鹿56 勝浦 正樹吉田 照哉氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 514 ―2：03．02� 44．0�
11 アメシストカナン 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 534 ―2：03．21� 22．2�
23 ウインダムール 牡3鹿 56 黛 弘人�ウイン 松山 将樹 新冠 的場牧場 464 ―2：04．26 80．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，812，700円 複勝： 39，227，600円 枠連： 19，800，800円
馬連： 53，881，800円 馬単： 31，266，800円 ワイド： 25，322，900円
3連複： 66，584，800円 3連単： 93，120，200円 計： 352，017，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，120円 複 勝 � 600円 � 220円 � 610円 枠 連（2－4） 5，010円

馬 連 �� 5，760円 馬 単 �� 15，240円

ワ イ ド �� 2，160円 �� 3，720円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 23，510円 3 連 単 ��� 146，540円

票 数

単勝票数 計 228127 的中 � 8487（8番人気）
複勝票数 計 392276 的中 � 15492（9番人気）� 56970（3番人気）� 15237（10番人気）
枠連票数 計 198008 的中 （2－4） 2921（20番人気）
馬連票数 計 538818 的中 �� 6908（22番人気）
馬単票数 計 312668 的中 �� 1515（60番人気）
ワイド票数 計 253229 的中 �� 2898（31番人気）�� 1655（46番人気）�� 3863（14番人気）
3連複票数 計 665848 的中 ��� 2091（73番人気）
3連単票数 計 931202 的中 ��� 469（476番人気）

ハロンタイム 12．9―12．7―14．4―14．1―13．6―12．9―12．8―12．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．6―40．0―54．1―1：07．7―1：20．6―1：33．4―1：46．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アイアピール �
�
父 オリオンザサンクス �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2011．3．24生 牡3鹿 母 ミネルヴァアイ 母母 ミネルヴァラブ 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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 キープシャイニング号・コスモローレル号・サトノアルバトロス号・ボンドマティーニ号・ロワジャルダン号
※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。

第１回 中山競馬 第４日



00039 1月12日 晴 重 （26中山1）第4日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走10時55分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

510 プリティーキャロル 牝4芦 54 北村 宏司伊東 純一氏 大江原 哲 新ひだか タツヤファーム 460± 01：12．2 2．6�
815 ナムラケイオス 牝5鹿 55 西村 太一奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 524＋ 21：12．41 14．6�
714 オ リ ア ー ナ 牝4青鹿54 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 日高 豊洋牧場 B486－ 4 〃 クビ 52．1�
12 セイユウスマイル 牝4鹿 54 柴田 善臣松岡 正二氏 鈴木 伸尋 新ひだか 畠山牧場 482＋ 81：12．5� 6．1�
713 トミケンスプリング 牝5青鹿55 木幡 初広冨樫 賢二氏 水野 貴広 新ひだか 田中 裕之 482± 0 〃 アタマ 103．7�
35 オードゥルルド 牝5青鹿55 勝浦 正樹 	キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 492＋ 21：12．6� 8．8

36 ドリームバラード 牝5黒鹿55 F．ベリー ドリームターフ組合 伊藤 圭三 新ひだか タイヘイ牧場 B464＋ 81：12．7� 31．6�

（愛）

11 セトノブロッサム 牝4黒鹿54 柴山 雄一難波 澄子氏 田島 俊明 日高 滝本 健二 498＋ 8 〃 アタマ 29．9�
24 ヴェルタート 牝4鹿 54 田辺 裕信 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 木村 哲也 浦河 ヒダカフアーム 482－ 61：12．8クビ 4．8
47 � ヤマニンクレマ 牝4栗 54 柴田 大知土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 474＋ 21：13．01	 12．5�
816 キャメロンロード 牝4鹿 54 黛 弘人森 保彦氏 和田 雄二 新冠 長浜牧場 444＋ 21：13．1� 20．8�
612 エバーグレーズ 牝4黒鹿 54

51 ▲伴 啓太 Viridian Keiba Club 伊藤 正徳 新ひだか ヒサイファーム 468＋ 61：13．2クビ 227．2�
23 テ ツ ナ ゴ オ 牝4黒鹿54 戸崎 圭太�ビリオンスター加藤 征弘 千歳 社台ファーム 454＋ 21：13．3� 17．6�
611 ファンアットコート 牝4鹿 54 西田雄一郎	ミルファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 486＋10 〃 アタマ 504．5�
59 � アイノタマテバコ 牝4黒鹿54 大庭 和弥國分 純氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 440＋ 61：13．4� 178．1�
48 アイアムネフライト 牝5栗 55 蛯名 正義堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 496＋181：13．5� 47．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，572，700円 複勝： 51，654，000円 枠連： 22，036，400円
馬連： 67，491，500円 馬単： 43，251，300円 ワイド： 35，546，500円
3連複： 90，616，700円 3連単： 139，485，300円 計： 479，654，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 330円 � 730円 枠 連（5－8） 890円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 2，250円

ワ イ ド �� 560円 �� 1，470円 �� 2，870円

3 連 複 ��� 15，310円 3 連 単 ��� 51，970円

票 数

単勝票数 計 295727 的中 � 92685（1番人気）
複勝票数 計 516540 的中 � 131991（1番人気）� 36173（5番人気）� 13875（11番人気）
枠連票数 計 220364 的中 （5－8） 18311（4番人気）
馬連票数 計 674915 的中 �� 32736（4番人気）
馬単票数 計 432513 的中 �� 14233（6番人気）
ワイド票数 計 355465 的中 �� 16891（3番人気）�� 5841（16番人気）�� 2912（36番人気）
3連複票数 計 906167 的中 ��� 4369（52番人気）
3連単票数 計1394853 的中 ��� 1981（158番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―12．0―12．1―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．9―47．0―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プリティーキャロル �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2012．6．23 福島6着

2010．3．19生 牝4芦 母 グラスティアラ 母母 ワンフリングス 18戦2勝 賞金 23，970，000円
〔制裁〕 アイノタマテバコ号の騎手大庭和弥は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：8番・7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 ガッダムアスカ号
※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。

00040 1月12日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）重 （26中山1）第4日 第4競走 ��2，880�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時25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

22 ビービーラッシュ 牡4芦 59 山本 康志�坂東牧場 田中 剛 新冠 中本牧場 484＋ 23：13．8 5．8�
58 トップエトワール 牡4芦 59 林 満明�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 502＋ 43：14．12 19．9�
610 マイネルガヴロシュ 牡7青鹿60 熊沢 重文 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 メイタイ牧場 480＋ 43：14．63 8．2�
45 ドリームセーリング 牡7栗 60 石神 深一セゾンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 千代田牧場 492＋ 63：14．81� 2．3�
46 ジョープラチネラ 牝6鹿 58 五十嵐雄祐上田けい子氏 岩戸 孝樹 新冠 川上 悦夫 460± 03：15．12 27．0	
34 セクシイサウンド 牝4鹿 57 高野 和馬平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 512＋ 6 〃 アタマ 3．5

711 アイティテイオー 牡6栗 60 浜野谷憲尚一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 470＋ 23：16．59 119．2�
712 ベロセットレコード 牡4鹿 59 草野 太郎塩田 清氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 498＋143：16．71� 42．3�
33 キープトライン 牡4鹿 59 横山 義行岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 三石川上牧場 B498＋ 23：16．91� 15．7
69 � ベネチアブルー 牝6黒鹿58 鈴木 慶太 �ブルーマネジメント石栗 龍彦 安平 ノーザンファーム 458＋ 83：17．75 170．9�
11 レアーレスパーダ 	7鹿 60 金子 光希 �社台レースホース上原 博之 安平 追分ファーム 502＋ 2 〃 クビ 55．3�
814 フ ロ レ ン ト 牡4黒鹿59 上野 翔杉澤 光雄氏 小野 次郎 新冠 パカパカ

ファーム 462＋123：20．9大差 110．3�
57 ノボプレシャス 牝5栗 58 蓑島 靖典�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 482＋ 63：22．510 45．2�
813 クリノメダリスト 牝8栗 58 大江原 圭栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 462＋ 2 （競走中止） 166．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，708，100円 複勝： 31，622，200円 枠連： 15，191，600円
馬連： 43，930，300円 馬単： 35，376，500円 ワイド： 21，472，100円
3連複： 64，285，000円 3連単： 125，518，000円 計： 358，103，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 230円 � 560円 � 270円 枠 連（2－5） 3，660円

馬 連 �� 5，520円 馬 単 �� 8，960円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 810円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 10，160円 3 連 単 ��� 71，100円

票 数

単勝票数 計 207081 的中 � 28345（3番人気）
複勝票数 計 316222 的中 � 41616（3番人気）� 12803（6番人気）� 33017（4番人気）
枠連票数 計 151916 的中 （2－5） 3071（12番人気）
馬連票数 計 439303 的中 �� 5877（17番人気）
馬単票数 計 353765 的中 �� 2915（26番人気）
ワイド票数 計 214721 的中 �� 3564（16番人気）�� 6735（7番人気）�� 4660（12番人気）
3連複票数 計 642850 的中 ��� 4674（29番人気）
3連単票数 計1255180 的中 ��� 1303（161番人気）
上り 1マイル 1：48．2 4F 53．6－3F 40．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビービーラッシュ �
�
父 エイシンサンディ �

�
母父 メジロテイターン デビュー 2012．11．10 東京7着

2010．4．30生 牡4芦 母 ダイヤターン 母母 キヨウシンタマヨリ 障害：3戦1勝 賞金 9，900，000円
〔競走中止〕 クリノメダリスト号は，1周目3号障害〔いけ垣〕飛越の際，騎手がバランスをくずし落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 テンジンキヨモリ号



00041 1月12日 晴 良 （26中山1）第4日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時15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
1：58．0
1：56．1

良
良

714 ダイワリベラル 牡3黒鹿56 後藤 浩輝大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 522＋ 22：04．2 5．8�
816 ノリノリハッピー 牡3栗 56 丸山 元気足立 範子氏 斎藤 誠 新冠 シンユウフアーム 470± 02：04．62� 10．6�
12 ケイクエスト 牡3栗 56 田辺 裕信山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 日高大洋牧場 500＋ 4 〃 クビ 4．6�
11 エリーフェアリー 牝3鹿 54 戸崎 圭太谷川 正純氏 岩戸 孝樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 480± 02：04．7クビ 19．7�
713 ディスキーダンス 牡3栗 56 松岡 正海 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム 458＋ 8 〃 クビ 14．1�
47 ポートサイドカフェ 牡3黒鹿56 石橋 脩谷掛 龍夫氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 462＋ 22：04．91� 25．1	
815 ハッピーセーラー 牝3鹿 54 横山 典弘小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 476＋ 8 〃 アタマ 6．3

23 ロッカバラード 牡3青鹿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 444＋ 4 〃 アタマ 3．1�
36 アンジュドボヌール 牝3栗 54 吉田 豊杉山 忠国氏 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 516＋ 6 〃 アタマ 138．6�
48 コスモツケマ 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 タニグチ牧場 456＋ 4 〃 アタマ 116．8
24 レッドクラリス 牝3栗 54 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 450－ 4 〃 ハナ 17．5�
612 イデアオブクィーン 牝3芦 54 中舘 英二益田 修一氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 398－ 62：05．0クビ 147．8�
510 グレイスビクトリア 牝3栗 54

53 ☆横山 和生飯田 良枝氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 438－ 22：05．31� 231．9�
35 ブラックチョコ 牝3鹿 54 津村 明秀�ミルファーム 武市 康男 日高 シンボリ牧場 424＋ 2 〃 ハナ 58．7�
611 エンブレイスライフ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹前原 敏行氏 高木 登 新ひだか 千代田牧場 486＋ 62：05．4クビ 35．2�
59 ブラウンネプチュー 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太キャピタルクラブ 加藤 和宏 浦河 カナイシスタッド 450－ 4 〃 ハナ 394．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，036，400円 複勝： 60，048，900円 枠連： 24，438，900円
馬連： 73，638，000円 馬単： 45，533，800円 ワイド： 37，326，400円
3連複： 95，574，600円 3連単： 153，267，000円 計： 520，864，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 200円 � 290円 � 180円 枠 連（7－8） 790円

馬 連 �� 2，670円 馬 単 �� 4，630円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 570円 �� 970円

3 連 複 ��� 4，870円 3 連 単 ��� 29，880円

票 数

単勝票数 計 310364 的中 � 42699（3番人気）
複勝票数 計 600489 的中 � 80802（3番人気）� 47916（5番人気）� 100130（2番人気）
枠連票数 計 244389 的中 （7－8） 22927（4番人気）
馬連票数 計 736380 的中 �� 20413（11番人気）
馬単票数 計 455338 的中 �� 7263（17番人気）
ワイド票数 計 373264 的中 �� 8654（14番人気）�� 17002（4番人気）�� 9292（12番人気）
3連複票数 計 955746 的中 ��� 14486（14番人気）
3連単票数 計1532670 的中 ��� 3786（89番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．9―37．4―50．0―1：03．1―1：15．8―1：28．7―1：40．8―1：52．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F35．5
1
3
7，8，3（1，14）（2，5，11）（4，9，13）－（6，10，16）－15，12
7，8（1，3，14）5（2，11，16）4（6，9，13，15）（10，12）

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

勝馬の
紹 介

ダイワリベラル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．10．6 東京7着

2011．5．26生 牡3黒鹿 母 オレンジジェラート 母母 スマイリングカット 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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 フェスティヴシー号
（非抽選馬） 3頭 アタリクジ号・スイートルイーズ号・パイストロピカル号

00042 1月12日 晴 良 （26中山1）第4日 第6競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳

発走12時45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
2：10．1
2：10．0

良
良

612 ゴールドアクター 牡3青鹿56 石橋 脩居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム 480－ 42：15．8 8．6�
23 バ ン ズ ー ム 牡3鹿 56 田辺 裕信諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 468＋ 62：15．9� 1．8�
12 アンヴェイルド 牡3鹿 56 三浦 皇成窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 490－ 42：16．11� 25．6�
815 ルヴェソンヴェール 牝3栗 54 後藤 浩輝佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム 504＋ 62：16．2� 26．1�
59 ギンザフェアレディ 牝3青鹿54 北村 宏司有馬 博文氏 水野 貴広 新冠 新冠橋本牧場 458＋ 22：16．3� 17．6�
11 サトノバセロン 牡3青鹿56 吉田 隼人里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 500± 02：16．4� 19．4�
611 ボビンレース 牝3栗 54 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 472－102：16．82	 188．7

714 マルーンドロップ 牝3栗 54 G．ブノワ �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 448－ 22：16．9	 14．0�
（仏）

816 ウルトラバローズ 牡3鹿 56 戸崎 圭太猪熊 広次氏 牧 光二 新ひだか 前川 正美 450－ 22：17．32	 4．9
510 ニシノカザブエ 牝3黒鹿54 江田 照男西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 川上牧場 418± 02：17．4クビ 26．5�
35 ハ イ ク ロ ス 牡3芦 56 松岡 正海 	スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 454＋ 82：17．5� 96．6�
36 バロンドール 牡3芦 56 F．ベリー 佐々木雄二氏 水野 貴広 新ひだか 土田 陽介 512－ 22：18．35 116．9�

（愛）

24 ミスターローレンス 牡3鹿 56 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 浦新 徳司 472＋102：19．04 130．6�
48 アイケーゴーウィン 牝3青鹿54 黛 弘人池田 皓介氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 422－102：19．42	 603．2�
47 クインズアベハ 牝3鹿 54 勝浦 正樹 �クイーンズ・ランチ 田島 俊明 新ひだか 大滝 康晴 440＋ 22：19．72 29．5�
713 セイランマジック 牝3青鹿54 丸田 恭介田中 芳郎氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 426＋162：21．4大差 304．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，874，900円 複勝： 69，538，800円 枠連： 24，492，300円
馬連： 81，142，900円 馬単： 56，673，600円 ワイド： 39，621，000円
3連複： 102，014，700円 3連単： 178，112，900円 計： 592，471，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 190円 � 110円 � 510円 枠 連（2－6） 780円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 2，220円

ワ イ ド �� 340円 �� 2，430円 �� 890円

3 連 複 ��� 4，580円 3 連 単 ��� 29，720円

票 数

単勝票数 計 408749 的中 � 37698（3番人気）
複勝票数 計 695388 的中 � 81549（3番人気）� 267963（1番人気）� 21316（8番人気）
枠連票数 計 244923 的中 （2－6） 23266（4番人気）
馬連票数 計 811429 的中 �� 86852（2番人気）
馬単票数 計 566736 的中 �� 18856（8番人気）
ワイド票数 計 396210 的中 �� 32820（2番人気）�� 3661（27番人気）�� 10540（9番人気）
3連複票数 計1020147 的中 ��� 16449（14番人気）
3連単票数 計1781129 的中 ��� 4424（98番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―12．8―12．4―12．8―12．8―12．6―12．4―12．5―12．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．4―23．3―36．1―48．5―1：01．3―1：14．1―1：26．7―1：39．1―1：51．6―2：03．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴールドアクター �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 キョウワアリシバ デビュー 2013．11．24 東京7着

2011．5．18生 牡3青鹿 母 ヘイロンシン 母母 ハッピーヒエン 3戦1勝 賞金 5，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイランマジック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年2月12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10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ロブロイクリス号
（非抽選馬） 9頭 ウインステージ号・ウインミラグロス号・コスモカナメ号・ショウナンサバンナ号・タケデンカイザー号・

ファイントライ号・ミュゼエクスプレス号・モンドクラッセ号・ヤマニンジュニパー号
※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。



00043 1月12日 晴 重 （26中山1）第4日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時15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

611 ディアイレイザー 牡5栗 57 勝浦 正樹ディアレスト 高橋 裕 浦河 高松牧場 B490＋ 21：12．0 3．2�
11 キタサンミカヅキ 牡4鹿 56 武士沢友治�大野商事 古賀 史生 日高 広中 稔 522－ 41：12．21� 3．4�
59 ハヤブサフィーバー 牡5栗 57 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B492－ 41：12．3� 7．7�
35 � パトロクロス 牡4栗 56 田辺 裕信村野 康司氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 11：12．4� 8．3�
47 ウエスタンソーレ 牡4芦 56 田中 勝春西川 賢氏 尾形 充弘 新ひだか ウエスタンファーム 498－ 81：12．5� 14．6�
23 � ハッピーチャート 牝4芦 54 柴田 大知 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 新ひだか 桜井牧場 446－191：12．6	 64．4

612 サンダーオーシャン 牡4鹿 56 松岡 正海千明牧場 松山 康久 日高 千明牧場 510＋ 2 〃 ハナ 12．7�
713 アイネクライネ 牝4芦 54 江田 照男田島榮二郎氏 矢野 英一 浦河 有限会社

松田牧場 460－ 41：13．13 10．8�
36 � ジェイケイヒーロー 牡5鹿 57 後藤 浩輝小谷野次郎氏 伊藤 正徳 浦河 畔高牧場 490＋ 4 〃 クビ 56．6
510 デルマスナカケババ 牝4黒鹿 54

52 △杉原 誠人浅沼 廣幸氏 大江原 哲 日高 ファニーヒルファーム 476＋ 4 〃 ハナ 139．8�
714 ヒヅグータス 牝5鹿 55 柴山 雄一	萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 470＋101：13．2クビ 347．3�
48 ミ チ シ ル ベ 牝5鹿 55

54 ☆横山 和生小田切有一氏 本間 忍 日高 下河辺牧場 454＋101：13．41 153．0�
816 コトブキゴールド 牡4鹿 56 田中 博康尾上 松壽氏 金成 貴史 日高 藤本ファーム 456＋ 4 〃 クビ 53．7�
815 カシノワルツ 牝4黒鹿54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B448＋ 8 〃 アタマ 68．9�
12 シルクブルックリン 牡5黒鹿57 G．ブノワ 有限会社シルク上原 博之 新冠 対馬 正 574＋201：13．5クビ 14．2�

（仏）

24 ニシノオドリコ 牝4栗 54
51 ▲原田 和真西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 高昭牧場 472－101：13．71� 169．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，939，500円 複勝： 57，299，000円 枠連： 24，620，000円
馬連： 82，657，200円 馬単： 51，260，600円 ワイド： 39，569，900円
3連複： 102，858，400円 3連単： 171，344，300円 計： 560，548，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 140円 � 190円 枠 連（1－6） 320円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 240円 �� 400円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，170円 3 連 単 ��� 3，950円

票 数

単勝票数 計 309395 的中 � 78385（1番人気）
複勝票数 計 572990 的中 � 139211（1番人気）� 121580（2番人気）� 63831（3番人気）
枠連票数 計 246200 的中 （1－6） 58328（1番人気）
馬連票数 計 826572 的中 �� 131753（1番人気）
馬単票数 計 512606 的中 �� 40463（2番人気）
ワイド票数 計 395699 的中 �� 45589（1番人気）�� 23223（2番人気）�� 21180（3番人気）
3連複票数 計1028584 的中 ��� 65227（1番人気）
3連単票数 計1713443 的中 ��� 32063（1番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．7―12．1―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．7―46．8―59．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．3
3 16，11（7，15）（13，12）（4，1，10，9）（3，14）（8，5）－（6，2） 4 16，11（7，13，15）（12，9）1，10（4，3）（14，5）8－6，2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ディアイレイザー �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2011．10．23 東京6着

2009．5．7生 牡5栗 母 テンザントップ 母母 ディアドータ 17戦2勝 賞金 31，820，000円
〔制裁〕 ウエスタンソーレ号の騎手田中勝春は，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：13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。
（非抽選馬） 1頭 シークレットアーム号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

00044 1月12日 晴 重 （26中山1）第4日 第8競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

713 プレミアムタイム 牡5栗 57 三浦 皇成 �社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム B506＋ 61：54．4 5．9�
816 オリオンザジャパン 牡4芦 56 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 武 牧場 478＋ 21：54．72 5．0�
11 レッドエンブレム 牡4黒鹿 56

54 △杉原 誠人 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 490＋ 81：54．8クビ 23．5�
24 ヘイローフォンテン 牡4鹿 56 柴田 善臣吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 514＋ 21：55．01� 17．4�
714 アイアイエンデバー 牡5黒鹿57 吉田 豊齊藤 敬氏 小島 茂之 新冠 つつみ牧場 B460± 0 〃 クビ 3．8	
36 キープインタッチ 牡4鹿 56 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 504＋14 〃 ハナ 30．3

611 ボップリヴァーサル 牡4鹿 56 蛯名 正義嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 浦河 佐々木 恵一 506± 01：55．1� 7．9�
59 ゴールドゼウス 牡5黒鹿57 丸山 元気スター・ホースメンズクラブ 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 504＋ 61：55．2クビ 7．5�
612 マイネルガネーシャ 牡6栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 日高 今井牧場 518－ 2 〃 クビ 34．2
510� マイネルボンド 牡5青鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム B506± 01：56．26 117．3�
47 ウインバーディ 牡4鹿 56 大野 拓弥�ウイン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 508＋ 11：56．3	 222．0�
12 トウショウマナーズ 牡4鹿 56 F．ベリー 藤田 衛成氏 池上 昌弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 536＋ 6 〃 ハナ 6．4�

（愛）

35 ヤマニンパンテオン 牡4鹿 56
55 ☆横山 和生土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 442＋ 21：57．04 69．7�

815� ユ サ ー ル 牝5芦 55 柴山 雄一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 浅野洋一郎 浦河 宮内牧場 410＋101：57．31� 390．5�

48 アルファアリア 牝4鹿 54 梶 晃啓�貴悦 田村 康仁 新冠 秋田牧場 440－ 21：57．4� 72．7�
23 キングザブルース 牡5栗 57 江田 照男西浦 和男氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 484＋ 81：58．35 355．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，218，700円 複勝： 65，241，300円 枠連： 32，688，400円
馬連： 108，708，800円 馬単： 62，539，800円 ワイド： 47，122，800円
3連複： 131，392，400円 3連単： 214，765，500円 計： 698，677，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 210円 � 220円 � 530円 枠 連（7－8） 610円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 3，040円

ワ イ ド �� 580円 �� 2，200円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 14，750円 3 連 単 ��� 55，190円

票 数

単勝票数 計 362187 的中 � 49086（3番人気）
複勝票数 計 652413 的中 � 89942（2番人気）� 87130（3番人気）� 27115（8番人気）
枠連票数 計 326884 的中 （7－8） 39612（1番人気）
馬連票数 計1087088 的中 �� 56333（5番人気）
馬単票数 計 625398 的中 �� 15217（10番人気）
ワイド票数 計 471228 的中 �� 21635（4番人気）�� 5095（31番人気）�� 5479（26番人気）
3連複票数 計1313924 的中 ��� 6576（48番人気）
3連単票数 計2147655 的中 ��� 2872（180番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―37．8―51．3―1：04．1―1：17．1―1：29．5―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．3
1
3
・（4，11）（1，2，13，14）10（3，6，12）（9，7）8（5，16）－15・（4，11，13）（14，12）（1，2）（6，7）（3，10）（9，16）（5，8）－15

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

勝馬の
紹 介

プレミアムタイム �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Nijinsky デビュー 2011．7．23 新潟11着

2009．4．28生 牡5栗 母 タイムトゥダンス 母母 Moment to Buy 17戦3勝 賞金 31，540，000円
〔制裁〕 ヘイローフォンテン号の騎手柴田善臣は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 モンプレジール号
（非抽選馬） 1頭 ハートアンドハート号
※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。



00045 1月12日 晴 良 （26中山1）第4日 第9競走 ��
��1，200�

し ゅ ち く

朱 竹 賞
発走14時25分 （芝・右・外）
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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

815 アルマエルナト 牡3栗 56 勝浦 正樹コウトミックレーシング 伊藤 大士 浦河 小島牧場 460± 01：09．5 5．4�
23 キンシノキセキ 牡3鹿 56 三浦 皇成若草クラブ 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム 480＋14 〃 アタマ 7．7�
48 フリュクティドール 牝3鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 田中 清隆 日高 戸川牧場 416－ 61：09．71� 66．5�
47 ヒカルカミヒコーキ 牡3鹿 56 横山 典弘髙橋 京子氏 栗田 博憲 新冠 守矢牧場 496＋ 4 〃 ハナ 2．6�
510 クリノコマチ 牝3栗 54 松岡 正海栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 444－ 2 〃 ハナ 11．3�
11 カ メ ッ ト 牡3栗 56 柴田 善臣林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 452± 01：09．8クビ 39．8	
24 クインズセブン 牡3鹿 56 大野 拓弥 
クイーンズ・ランチ 松山 康久 浦河 富田牧場 494± 0 〃 同着 146．6�
714 カレングランブルー 牡3栗 56 戸崎 圭太鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 452－ 21：10．01� 4．4�
713 クラシックマーク 牝3栗 54 蛯名 正義小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 438＋ 81：10．1� 23．3
611 マイネルギャルソン 牡3鹿 56 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム B466± 01：10．31 22．3�
59 ユールドゥー 牡3鹿 56 北村 宏司小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 472＋ 2 〃 クビ 72．2�
612 ヴァンデミエール 牝3鹿 54 田辺 裕信�ミルファーム 斎藤 誠 新冠 ビッグレッドファーム 438＋ 61：10．51 27．4�
36 アポロデイライト 牝3栗 54 横山 和生アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新冠 佐藤 義紀 456＋ 21：10．71 148．0�
35 オフェーリアシチー 牝3芦 54 丸田 恭介 
友駿ホースクラブ 日吉 正和 新冠 パカパカ

ファーム 424－ 8 〃 アタマ 34．9�
12 デサフィナード 牝3鹿 54 津村 明秀�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 426＋ 61：11．02 393．3�
816 テルミドール 牝3黒鹿54 吉田 豊�ミルファーム 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム 422－ 21：11．21� 51．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，962，800円 複勝： 81，088，400円 枠連： 33，695，900円
馬連： 146，028，700円 馬単： 83，604，100円 ワイド： 61，705，300円
3連複： 172，401，800円 3連単： 312，747，600円 計： 938，234，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 210円 � 260円 � 1，110円 枠 連（2－8） 1，930円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 3，700円

ワ イ ド �� 850円 �� 3，420円 �� 4，100円

3 連 複 ��� 25，480円 3 連 単 ��� 99，880円

票 数

単勝票数 計 469628 的中 � 69462（3番人気）
複勝票数 計 810884 的中 � 119471（2番人気）� 87312（4番人気）� 15396（11番人気）
枠連票数 計 336959 的中 （2－8） 12945（8番人気）
馬連票数 計1460287 的中 �� 57198（6番人気）
馬単票数 計 836041 的中 �� 16693（11番人気）
ワイド票数 計 617053 的中 �� 18826（7番人気）�� 4343（38番人気）�� 3615（43番人気）
3連複票数 計1724018 的中 ��� 4995（77番人気）
3連単票数 計3127476 的中 ��� 2311（281番人気）

ハロンタイム 12．3―10．4―11．2―11．6―12．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．7―33．9―45．5―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．6
3 5（7，11）（6，16）（3，9）15（1，10）（2，4，13）（8，14）12 4 ・（5，7）（3，11，16）6（1，9，15）10（2，13）4（8，14）12

勝馬の
紹 介

アルマエルナト �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 With Approval デビュー 2013．6．23 函館4着

2011．3．1生 牡3栗 母 キャメロンガール 母母 Above the Salt 8戦2勝 賞金 25，314，000円
※ヴァンデミエール号・フリュクティドール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

00046 1月12日 晴 重 （26中山1）第4日 第10競走 ��
��2，400�

な り た

成 田 特 別
発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，1，000万円以下，25．1．5以降26．1．6まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

成田市長賞（1着）
賞 品

本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
2：28．8
2：28．6

重
不良

48 トウショウギフト 牡5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 532± 02：34．5 19．9�
36 カ ー マ イ ン 牡6鹿 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 456－ 82：35．67 15．5�
714 ゲルマンシチー 牡6青 57 F．ベリー �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 幌村牧場 478＋102：35．81� 5．1�

（愛）

23 マイネルティンラン 牡6栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 472＋ 62：36．11� 17．8�

11 ランブリングマン 牡4鹿 54 田中 勝春スリースターズレーシング 新開 幸一 新ひだか 平野牧場 528＋ 22：36．2	 13．5	
816 リーゼントブルース 牡5芦 56 松岡 正海三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 B480－ 2 〃 ハナ 4．2

510 ゴールデンヒーロー 牡4鹿 54 後藤 浩輝有限会社シルク北出 成人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476± 0 〃 アタマ 7．6�
24 トーセンセカイオー 牡5鹿 55 横山 典弘島川 �哉氏 松山 康久 新冠 秋田牧場 490－ 82：36．83	 5．2
12 ホワイトフリート 牡4芦 54 北村 宏司 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 472＋ 4 〃 アタマ 22．3�
59 ナンヨースラッガー 牡7芦 51 杉原 誠人中村 德也氏 山内 研二 浦河 宮内牧場 496－ 8 〃 アタマ 298．8�
815 キングオブフェイス 牡6栗 54 柴山 雄一西浦 和男氏 目野 哲也 浦河 丸幸小林牧場 518－ 22：37．22	 40．7�
713 オパールパワー 牡5芦 54 吉田 隼人居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム B576＋ 82：37．4� 29．4�
611 ネオヴェリーブル 
7鹿 54 三浦 皇成小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506－ 22：37．61	 24．1�
47 アルディエス 牡5鹿 55 西田雄一郎�G1レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム 454＋ 22：37．7クビ 11．4�
35 テーオーストーム 牡8鹿 54 西村 太一小笹 公也氏 高柳 瑞樹 門別 ヤナガワ牧場 B480＋ 42：38．76 311．3�
612 テラノコブラ 牡6栗 54 江田 照男寺田 寿男氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 496＋102：39．65 58．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，648，800円 複勝： 110，978，900円 枠連： 49，428，900円
馬連： 215，035，400円 馬単： 110，680，300円 ワイド： 87，392，000円
3連複： 295，019，100円 3連単： 483，813，900円 計： 1，410，997，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，990円 複 勝 � 450円 � 530円 � 240円 枠 連（3－4） 4，740円

馬 連 �� 17，140円 馬 単 �� 36，000円

ワ イ ド �� 4，920円 �� 1，500円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 31，590円 3 連 単 ��� 268，470円

票 数

単勝票数 計 586488 的中 � 23281（9番人気）
複勝票数 計1109789 的中 � 61780（7番人気）� 51299（9番人気）� 140681（3番人気）
枠連票数 計 494289 的中 （3－4） 7703（22番人気）
馬連票数 計2150354 的中 �� 9263（55番人気）
馬単票数 計1106803 的中 �� 2269（118番人気）
ワイド票数 計 873920 的中 �� 4277（63番人気）�� 14567（16番人気）�� 13455（19番人気）
3連複票数 計2950191 的中 ��� 6893（119番人気）
3連単票数 計4838139 的中 ��� 1330（839番人気）

ハロンタイム 13．2―11．5―12．3―12．2―13．5―14．6―14．1―12．2―12．4―13．1―12．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．2―24．7―37．0―49．2―1：02．7―1：17．3―1：31．4―1：43．6―1：56．0―2：09．1―2：21．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トウショウギフト �
�
父 カリズマティック �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2011．10．9 東京3着

2009．3．10生 牡5鹿 母 ウイッチトウショウ 母母 サマンサトウショウ 22戦4勝 賞金 47，654，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 テラノコブラ号の騎手江田照男は，1周目3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：5番）
※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 シンケンショウブ号・テンゲントッパ号・ドラゴンピース号・ニシノゲイナー号・ブルーバレット号・

ホーマンベルウィン号
※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。

２レース目



00047 1月12日 晴 重 （26中山1）第4日 第11競走 ��
��1，800�ポルックスステークス

発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，4歳54�5歳以上55�，牝馬2�減，収得賞金1，000万円超過馬
は超過額1，100万円毎1�増

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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

59 ソ ロ ル 牡4黒鹿55 G．ブノワ �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 追分ファーム 480－ 41：50．9 5．6�
（仏）

611� マスクトヒーロー 牡6黒鹿56 横山 典弘 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム 502＋ 4 〃 クビ 5．4�
612 ナムラビクター 牡5鹿 56 秋山真一郎奈村 信重氏 野村 彰彦 日高 いとう牧場 522－ 2 〃 アタマ 3．2�
47 タイムズアロー 牡6栗 56 石橋 脩 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 21：51．11	 18．5�
713
 エアハリファ 牡5鹿 55 三浦 皇成 �ラッキーフィールド角居 勝彦 米 Winches-

ter Farm 482± 01：51．2クビ 6．2	
510 ヴァンヌーヴォー 牡5鹿 56 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B504± 01：51．3� 12．9

816 ハートビートソング 牡7栗 56 後藤 浩輝 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 512＋ 41：51．61� 7．5�
815 クリールパッション 牡9鹿 59 津村 明秀横山 修二氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 B480± 0 〃 ハナ 186．2�
23 � チョイワルグランパ 牡8黒鹿55 柴田 善臣�グランプリ 森 秀行 千歳 社台ファーム B520± 01：52．23� 111．7
12 サイレントメロディ 牡7青 59 吉田 隼人 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 502－ 21：52．41 122．8�
24 キ ラ ウ エ ア 牡7黒鹿56 松岡 正海金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 466－ 41：52．5� 170．5�
35 スタッドジェルラン 牡8栗 57 大野 拓弥久保 博文氏 安田 隆行 三石 鳥井牧場 502＋ 21：52．81� 38．0�
11 ゲシュタルト 牡7鹿 57 勝浦 正樹畑佐 博氏 長浜 博之 新冠 細川農場 518－ 21：53．11� 71．6�
48 ダノンスパシーバ 牡7鹿 56 田中 勝春�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 508± 01：53．63 118．4�
714 ダノンゴールド 牡5黒鹿56 北村 宏司�ダノックス 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 550＋ 81：53．7� 44．7�
36 グランデッツァ 牡5栗 56 戸崎 圭太 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 518＋221：59．2大差 19．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 96，014，200円 複勝： 170，281，500円 枠連： 91，268，600円
馬連： 411，126，900円 馬単： 220，075，900円 ワイド： 133，945，900円
3連複： 536，531，200円 3連単： 1，038，670，400円 計： 2，697，914，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 170円 � 190円 � 140円 枠 連（5－6） 420円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 540円 �� 390円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，440円 3 連 単 ��� 8，240円

票 数

単勝票数 計 960142 的中 � 135701（3番人気）
複勝票数 計1702815 的中 � 272083（2番人気）� 218104（4番人気）� 360750（1番人気）
枠連票数 計 912686 的中 （5－6） 163241（1番人気）
馬連票数 計4111269 的中 �� 246008（5番人気）
馬単票数 計2200759 的中 �� 68604（7番人気）
ワイド票数 計1339459 的中 �� 59970（6番人気）�� 88528（1番人気）�� 78708（3番人気）
3連複票数 計5365312 的中 ��� 276585（1番人気）
3連単票数 計10386704 的中 ��� 93045（12番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．4―12．9―12．4―12．0―12．5―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―36．1―49．0―1：01．4―1：13．4―1：25．9―1：38．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ソ ロ ル �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．10．28 東京10着（1位）

2010．3．29生 牡4黒鹿 母 ラバヤデール 母母 ニ キ ー ヤ 13戦5勝 賞金 87，997，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 グランデッツァ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年2月12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13頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）13頭 キングレオポルド号・クリノスターオー号・サトノタイガー号・サトノプリンシパル号・セイウンジャガーズ号・

ダブルスター号・チャーリーブレイヴ号・トミケンアルドール号・ペルーサ号・ボレアス号・ルナ号・
レオアクティブ号・ロイヤルクレスト号

※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。

00048 1月12日 晴 良 （26中山1）第4日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （芝・右・外）
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
1：06．7
1：06．5

良
良

612 キングオブロー 牡5鹿 57 柴田 善臣池田 豊治氏 伊藤 伸一 新ひだか タガミファーム 490＋ 21：09．2 3．7�
713 エターナルムーン 牝4鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 浦河 櫛桁牧場 478＋ 2 〃 クビ 5．4�
47 エ ネ ア ド 牡5鹿 57 蛯名 正義 �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 448＋141：09．52 11．8�
611 シャドウエミネンス 牡6栗 57 F．ベリー 飯塚 知一氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B480＋ 61：09．6クビ 37．8�

（愛）

714� カディーシャ 牝5栗 55 三浦 皇成 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 武市 康男 平取 北島牧場 424± 0 〃 クビ 16．1	

816� アステールネオ 牝4栗 54 的場 勇人鈴木 伸昭氏 的場 均 新ひだか 静内山田牧場 464± 01：09．7	 13．3

12 スズノフウジン 牡4栗 56 田辺 裕信小紫 嘉之氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 508＋10 〃 クビ 17．7�
24 ヨシカワクン 牝4鹿 54 G．ブノワ 井上 一郎氏 矢野 英一 様似 中脇 一幸 B464＋ 4 〃 ハナ 19．6�

（仏）

815 アポロオラクル 牡4鹿 56 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 平野牧場 448± 01：09．8	 17．7
59 ワキノキセキ 牡4黒鹿56 北村 宏司脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 ベルモント

ファーム 468＋ 2 〃 ハナ 4．7�
48 キャストロメファ 牝4鹿 54 丸田 恭介手嶋 康雄氏 松永 康利 新冠 奥山 博 456＋ 41：09．9クビ 32．0�
35 ミッキーオリーブ 牝7鹿 55 横山 典弘野田みづき氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 498± 0 〃 ハナ 90．1�
11 マルターズグロウヴ 牡6黒鹿57 松岡 正海藤田 在子氏 萱野 浩二 日高 天羽 禮治 508＋ 61：10．0	 222．7�
36 エ キ ナ シ ア 牝6鹿 55 津村 明秀�ミルファーム 手塚 貴久 むかわ 西山牧場 494＋ 41：10．1
 33．9�
23 コスモアンダルシア 牝4鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム 456＋ 61：10．2	 174．2�
510 クリノタカラチャン 牝4黒鹿 54

53 ☆横山 和生栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 412－ 41：11．15 10．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 56，781，100円 複勝： 94，575，800円 枠連： 51，729，000円
馬連： 185，895，600円 馬単： 98，257，600円 ワイド： 79，270，100円
3連複： 250，754，300円 3連単： 430，695，500円 計： 1，247，959，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 180円 � 360円 枠 連（6－7） 650円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，170円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 4，590円 3 連 単 ��� 14，960円

票 数

単勝票数 計 567811 的中 � 122542（1番人気）
複勝票数 計 945758 的中 � 191008（1番人気）� 150197（2番人気）� 53079（5番人気）
枠連票数 計 517290 的中 （6－7） 59410（3番人気）
馬連票数 計1858956 的中 �� 147867（1番人気）
馬単票数 計 982576 的中 �� 44348（1番人気）
ワイド票数 計 792701 的中 �� 54994（1番人気）�� 15966（9番人気）�� 13297（17番人気）
3連複票数 計2507543 的中 ��� 40357（6番人気）
3連単票数 計4306955 的中 ��� 21256（13番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．2―11．8―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．9―45．7―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F35．3
3 ・（4，10）16－（6，13）（5，11）14（3，8）12（7，15）2，9－1 4 ・（4，10）16（6，13）（5，11）（3，8，14，12）7（2，15，9）－1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

キングオブロー �
�
父 ルールオブロー �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2011．10．30 新潟1着

2009．2．20生 牡5鹿 母 マ ダ ム チ ヨ 母母 アンティークルーカス 16戦4勝 賞金 49，819，000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） 3頭 ツクバリンカーン号・プロスペラスマム号・ベストブルーム号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

４レース目



（26中山1）第4日 1月12日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
重

競走回数 12回 出走頭数 188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

200，380，000円
5，740，000円
1，560，000円
18，150，000円
73，552，000円
5，702，800円
1，804，800円

勝馬投票券売得金
493，208，500円
881，527，800円
404，143，200円
1，533，561，800円
878，935，200円
640，148，900円
1，996，792，300円
3，482，431，800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 10，310，749，500円

総入場人員 26，319名 （有料入場人員 24，377名）
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