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00085 1月25日 晴 良 （26中山1）第8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

611 パッシオーネラヴィ 牝3鹿 54 三浦 皇成藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 456－ 61：13．0 1．9�
816 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± 01：13．53 5．2�
815 ファンディータ 牝3黒鹿54 北村 宏司�日進牧場 粕谷 昌央 様似 スイートフアーム 430± 01：13．6� 105．6�
35 ダ ー エ 牝3栗 54

53 ☆横山 和生小林 博雄氏 伊藤 正徳 平取 高橋 幸男 452－ 6 〃 クビ 23．1�
36 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 468－ 21：13．7クビ 7．6	
714 ミラクルアイドル 牝3黒鹿54 後藤 浩輝玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 448＋ 21：13．8� 8．5

48 プ レ ー ル 牝3青 54 丸田 恭介佐藤 壽男氏 宗像 義忠 新ひだか 上村 清志 484＋ 21：14．01� 71．0�
23 ペイシャンスオウ 牝3栗 54 嘉藤 貴行北所 直人氏 鈴木 伸尋 様似 髙村 伸一 448－ 4 〃 アタマ 139．7�
47 ホ ト ト ヤ エ 牝3黒鹿54 吉田 豊井上 一郎氏 矢野 英一 新冠 パカパカ

ファーム 488＋ 81：14．21� 59．1
713 キョウワメロディー 牝3栗 54 松岡 正海�協和牧場 和田 正道 新冠 協和牧場 460－ 81：14．3� 78．5�
12 ケイツーエマー 牝3黒鹿54 江田 照男楠本 勝美氏 菅原 泰夫 新ひだか 築紫 洋 450－ 41：14．4クビ 37．8�
510 リネンフクウン 牝3鹿 54 木幡 初広戸山 光男氏 南田美知雄 安平 追分ファーム 452＋ 2 〃 クビ 494．2�
612 スイートジョジョ 牝3鹿 54 柴田 善臣シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 452＋ 61：14．71� 226．3�
11 キネオボヌール 牝3鹿 54 田辺 裕信吉田 千津氏 尾形 和幸 浦河 モトスファーム 420－ 41：15．12� 11．0�
59 セイクリッドブルー 牝3鹿 54 大野 拓弥スリースターズレーシング 清水 英克 新ひだか 平野牧場 418＋ 41：15．41� 410．3�
24 リースリング 牝3栗 54 内田 博幸池谷 誠一氏 鈴木 康弘 新ひだか 桜井牧場 442 ―1：15．93 20．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，762，000円 複勝： 60，147，100円 枠連： 11，688，600円
馬連： 47，532，100円 馬単： 32，975，100円 ワイド： 24，206，200円
3連複： 65，804，800円 3連単： 109，882，900円 計： 373，998，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 160円 � 1，210円 枠 連（6－8） 450円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 270円 �� 2，290円 �� 4，060円

3 連 複 ��� 8，490円 3 連 単 ��� 25，960円

票 数

単勝票数 計 217620 的中 � 93896（1番人気）
複勝票数 計 601471 的中 � 334599（1番人気）� 68095（2番人気）� 5111（11番人気）
枠連票数 計 116886 的中 （6－8） 19205（2番人気）
馬連票数 計 475321 的中 �� 70171（1番人気）
馬単票数 計 329751 的中 �� 31455（1番人気）
ワイド票数 計 242062 的中 �� 26935（2番人気）�� 2353（23番人気）�� 1308（36番人気）
3連複票数 計 658048 的中 ��� 5721（24番人気）
3連単票数 計1098829 的中 ��� 3124（67番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．7―12．4―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．6―47．0―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パッシオーネラヴィ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2013．7．20 福島3着

2011．3．10生 牝3鹿 母 ラヴィーズラヴィン 母母 Lu Ravi 7戦1勝 賞金 11，400，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 パープルシャドウ号
（非抽選馬） 1頭 シャインプレイン号

00086 1月25日 晴 良 （26中山1）第8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）

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 フィールザスマート 牡3青鹿56 田中 勝春櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 506＋ 61：57．1 5．3�
612 エスティレジェンド 牝3黒鹿54 内田 博幸島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 444± 01：57．31� 24．9�
35 ジャックポット 牡3鹿 56 G．ブノワ �ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 462－ 41：57．93� 5．1�

（仏）

59 ドラムメジャー 牡3青 56 三浦 皇成本間 茂氏 相沢 郁 新冠 競優牧場 464＋ 41：58．11 6．6�
714 メローワイン 牡3鹿 56 吉田 豊渡邊 隆氏 尾形 充弘 新冠 森 牧場 510± 0 〃 ハナ 38．5	
510 デグニティクローズ 牡3鹿 56 蛯名 正義
ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 512＋ 6 〃 クビ 16．7�
12 ゴールデンスピン 牡3栗 56 丸田 恭介田島榮二郎氏 大江原 哲 新ひだか 元茂牧場 488－ 41：58．2� 8．2�
24 デ イ ラ イ ト 牡3鹿 56 戸崎 圭太窪田 康志氏 武藤 善則 安平 追分ファーム 482± 01：58．41� 18．3
47 プ コ ナ コ ナ 牡3鹿 56 松岡 正海松岡 雅昭氏 加藤 和宏 日高 アイズスタッド株式会社 482－ 81：58．5クビ 138．8�
11 リムショット 牡3栗 56

55 ☆横山 和生松尾 正氏 藤原 辰雄 新ひだか 大塚牧場 448－ 61：59．35 61．9�
713 バトルランチャ 牡3栗 56 柴田 大知宮川 秋信氏 伊藤 大士 日高 合資会社カ

ネツ牧場 522＋ 42：00．57 162．0�
23 オーマイレディ 牝3栗 54 石橋 脩村田 哲朗氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 460＋ 2 〃 クビ 190．4�
815 チェイスザルーア 牡3鹿 56 田辺 裕信吉田 勝己氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 538－ 22：01．13� 10．0�
611 デルマラムチャン 牝3青鹿54 宮崎 北斗浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 410－ 62：02．48 598．7�
816 ナッツハッピー 牝3栗 54

51 ▲山崎 亮誠飯田 政子氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 430＋ 42：02．82� 465．9�
36 ファンレーベン 牡3栗 56 北村 宏司猿田 栄二氏 黒岩 陽一 浦河 中村 雅明 486－ 8 （競走中止） 3．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，981，700円 複勝： 34，316，200円 枠連： 12，670，100円
馬連： 45，513，100円 馬単： 27，465，300円 ワイド： 21，652，800円
3連複： 60，572，500円 3連単： 87，421，000円 計： 309，592，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 240円 � 540円 � 180円 枠 連（4－6） 8，220円

馬 連 �� 8，330円 馬 単 �� 12，030円

ワ イ ド �� 2，630円 �� 580円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 10，820円 3 連 単 ��� 66，110円

票 数

単勝票数 計 199817 的中 � 30020（3番人気）
複勝票数 計 343162 的中 � 39622（5番人気）� 13314（9番人気）� 61665（2番人気）
枠連票数 計 126701 的中 （4－6） 1138（22番人気）
馬連票数 計 455131 的中 �� 4036（32番人気）
馬単票数 計 274653 的中 �� 1686（46番人気）
ワイド票数 計 216528 的中 �� 1940（34番人気）�� 9944（5番人気）�� 3340（21番人気）
3連複票数 計 605725 的中 ��� 4134（41番人気）
3連単票数 計 874210 的中 ��� 976（233番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．3―38．8―52．1―1：04．9―1：18．1―1：31．0―1：43．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．0
1
3
12，6（3，5，11）14（1，4，10）（8，13，16）2（9，15）7
12（5，11，14）（4，8）（9，16）（6，10）（3，1）（2，7，15）－13

2
4

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

勝馬の
紹 介

フィールザスマート �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Distant View デビュー 2013．11．24 東京6着

2011．4．9生 牡3青鹿 母 フィールザビュウ 母母 Feel the Capote 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走中止〕 ファンレーベン号は，競走中に疾病〔左第3中手骨々折〕を発症したため4コーナーで競走中止。
〔その他〕 ナッツハッピー号は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルマラムチャン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年2月25日まで平地

競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第１回 中山競馬 第８日



00087 1月25日 晴 良 （26中山1）第8日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時55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

611 シゲルオオスミ 牝3鹿 54 後藤 浩輝森中 蕃氏 松永 康利 日高 若林 武雄 448± 01：13．3 30．6�
713 キョウエイマグマ 牡3鹿 56 蛯名 正義田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 沖田 忠幸 466＋ 6 〃 ハナ 11．0�
12 ヒカリブランデー 牡3鹿 56 内田 博幸�ヒカリクラブ 池上 昌弘 浦河 笠松牧場 476± 01：13．4� 2．5�
35 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 474－ 41：13．82� 3．5�
612 スズカオーショウ 牡3栗 56 大野 拓弥永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 駿河牧場 488± 0 〃 クビ 20．9�
11 キネオストレッタ 牡3栗 56 F．ベリー 吉田 千津氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム 458＋ 4 〃 ハナ 47．2	

（愛）

815 スガノギムレット 牡3青鹿56 石橋 脩菅原 光博氏 大和田 成 新ひだか 田上 稔 468＋101：14．11� 180．5

714 ボ デ ギ ー タ 牝3鹿 54 三浦 皇成手嶋 康雄氏 天間 昭一 新冠 ハシモトフアーム 486＋ 41：14．42 12．7�
36 コーデュロイ 牡3黒鹿56 北村 宏司 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510－ 61：14．5� 5．6�
24 リトルキング 牡3鹿 56 嘉藤 貴行大北牧場 佐藤 吉勝 浦河 大北牧場 424－ 4 〃 アタマ 268．1�
510 ベガスターヒード 牡3黒鹿56 柴田 善臣 フジワラ・ファーム 土田 稔 浦河 �川フアーム 476＋ 81：15．03 253．4�
48 ド ー タ ン 牡3黒鹿56 田中 博康�萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 454－ 4 〃 ハナ 295．8�
816 キンメリジャン 牝3鹿 54 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 450＋ 81：15．1クビ 330．6�
23 ショウカンロン 牡3芦 56 江田 照男 荻伏三好ファーム 清水 美波 浦河 荻伏三好フ

アーム 482－ 2 〃 ハナ 293．6�
47 クインズトロブラボ 牡3黒鹿56 木幡 初広 �クイーンズ・ランチ 石毛 善彦 新ひだか 佐竹 学 504＋ 61：15．42 99．8�
59 トミケンフアーマ 牡3鹿 56 田辺 裕信冨樫 賢二氏 上原 博之 伊達 高橋農場 B446＋ 41：16．57 10．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，623，400円 複勝： 44，160，200円 枠連： 17，512，800円
馬連： 50，887，600円 馬単： 34，704，800円 ワイド： 25，095，400円
3連複： 65，295，400円 3連単： 111，266，400円 計： 373，546，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，060円 複 勝 � 650円 � 300円 � 130円 枠 連（6－7） 2，510円

馬 連 �� 11，110円 馬 単 �� 26，850円

ワ イ ド �� 2，640円 �� 1，620円 �� 780円

3 連 複 ��� 13，370円 3 連 単 ��� 129，520円

票 数

単勝票数 計 246234 的中 � 6354（8番人気）
複勝票数 計 441602 的中 � 12459（8番人気）� 32203（4番人気）� 139149（1番人気）
枠連票数 計 175128 的中 （6－7） 5166（9番人気）
馬連票数 計 508876 的中 �� 3383（30番人気）
馬単票数 計 347048 的中 �� 954（58番人気）
ワイド票数 計 250954 的中 �� 2275（29番人気）�� 3783（20番人気）�� 8344（8番人気）
3連複票数 計 652954 的中 ��� 3605（40番人気）
3連単票数 計1112664 的中 ��� 634（326番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．8―12．7―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．8―47．5―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルオオスミ �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2013．10．13 東京8着

2011．4．19生 牝3鹿 母 ホッカイチンフォア 母母 ホッカイセレス 5戦1勝 賞金 5，500，000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 ラダムドー号
（非抽選馬） 2頭 ウインネオルーラー号・ダイメイリシャール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

00088 1月25日 晴 良 （26中山1）第8日 第4競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走11時25分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

815 マキノクィーン 牝4鹿 54 蛯名 正義島宮 萬喜氏 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 488± 01：56．2 3．9�
59 リ ヴ ァ ロ 牝4鹿 54 後藤 浩輝四本 昭弘氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 462－ 21：56．52 31．8�
46 � シェイプリー 牝5鹿 55

54 ☆横山 和生 �ロードホースクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか ケイアイファーム 478－ 81：56．6クビ 13．2�
47 メテオーリカ 牝5黒鹿55 田中 勝春吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 466＋ 41：56．7� 2．4�
713 コスモレイラ 牝5青鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 490＋ 21：56．8� 34．4	
814 メテオレイン 牝5鹿 55 大野 拓弥亀井 哲也氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム 474± 0 〃 ハナ 11．9

23 スターライラック 牝5鹿 55 石橋 脩庄野 昭彦氏 中川 公成 日高 庄野牧場 468＋12 〃 アタマ 18．1�
35 アウレオーラ 牝4黒鹿54 吉田 豊有限会社シルク大久保洋吉 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B528＋101：56．9クビ 12．5�
611 キンショーキラ 牝5栗 55

52 ▲原田 和真礒野日出夫氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 490－ 2 〃 クビ 289．3
58 セカイノカナ 牝4芦 54 松岡 正海泉 一郎氏 柴田 政人 新ひだか 坂本牧場 440＋ 81：57．11� 46．6�
610 フォルテシモ 牝4鹿 54 田辺 裕信窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 450± 0 〃 ハナ 9．3�
712 ミ チ シ ル ベ 牝5鹿 55 北村 宏司小田切有一氏 本間 忍 日高 下河辺牧場 452－ 21：57．2� 177．3�
11 オメガエンブレム 牝5青 55 戸崎 圭太原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 468＋101：57．3クビ 15．1�
22 ユ ウ ヅ キ 牝4鹿 54 丸田 恭介�テシオ 小笠 倫弘 日高 モリナガファーム 450－ 41：57．72� 83．1�
34 ドリーミングラヴ 牝5黒鹿55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 美波 新ひだか 松田牧場 430－121：57．8クビ 127．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 23，714，900円 複勝： 42，833，900円 枠連： 15，809，700円
馬連： 49，174，400円 馬単： 31，679，500円 ワイド： 26，447，200円
3連複： 65，129，700円 3連単： 103，706，800円 計： 358，496，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 180円 � 750円 � 270円 枠 連（5－8） 3，380円

馬 連 �� 6，360円 馬 単 �� 9，590円

ワ イ ド �� 2，100円 �� 780円 �� 3，780円

3 連 複 ��� 20，240円 3 連 単 ��� 94，960円

票 数

単勝票数 計 237149 的中 � 48660（2番人気）
複勝票数 計 428339 的中 � 80340（2番人気）� 11820（10番人気）� 42256（3番人気）
枠連票数 計 158097 的中 （5－8） 3458（15番人気）
馬連票数 計 491744 的中 �� 5710（20番人気）
馬単票数 計 316795 的中 �� 2440（31番人気）
ワイド票数 計 264472 的中 �� 3048（25番人気）�� 8763（7番人気）�� 1666（42番人気）
3連複票数 計 651297 的中 ��� 2375（64番人気）
3連単票数 計1037068 的中 ��� 806（297番人気）

ハロンタイム 12．6―12．0―13．5―13．6―12．9―12．5―12．8―12．8―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．6―38．1―51．7―1：04．6―1：17．1―1：29．9―1：42．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マキノクィーン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．10．7 東京12着

2010．5．11生 牝4鹿 母 エクラドール 母母 プリンセスシラオキ 14戦2勝 賞金 25，200，000円



00089 1月25日 晴 良 （26中山1）第8日 第5競走 1，600�サラブレッド系3歳
発走12時15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

35 プレミアステイタス 牝3黒鹿54 田辺 裕信 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 476＋ 21：36．3 3．0�
47 リュクサンブール 牡3鹿 56 北村 宏司村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 456± 01：36．61� 3．0�
713 マダムジルウェット 牝3鹿 54 蛯名 正義髙樽さゆり氏 高木 登 日高 川端 正博 482＋ 81：36．81� 8．8�
36 マイネネフリティス 牝3鹿 54 松岡 正海 �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 402＋ 21：37．01� 48．6�
815 コスモラパン 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 門別牧場 404－ 61：37．21� 11．2	
59 キュリオスティー 牝3鹿 54 三浦 皇成 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436＋ 8 〃 クビ 9．0

11 ブ ラ ウ 牡3栗 56 江田 照男若松 伸治氏 菅原 泰夫 浦河 大道牧場 460＋241：37．3� 41．5�
611 グランデラーゴ 牡3黒鹿 56

55 ☆横山 和生 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 470± 0 〃 クビ 33．4�
23 テイエムリキオー 牡3黒鹿56 内田 博幸竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 坂本 春雄 462＋ 2 〃 アタマ 14．2
24 ゲ ラ ー デ 牡3鹿 56 大野 拓弥中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 浦河小林牧場 450＋161：37．4クビ 96．8�
714 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 488－ 41：37．61� 16．1�
12 ローザフィナーレ 牝3鹿 54 津村 明秀 �キャロットファーム 大和田 成 安平 ノーザンファーム 410－ 41：37．92 42．7�
510 ダルムシュタット 牡3鹿 56 宮崎 北斗日下部勝德氏 高橋 義博 浦河 富塚ファーム 450＋ 6 〃 クビ 372．4�
612 コイサンコール 牝3鹿 54 田中 勝春村田 哲朗氏 勢司 和浩 新ひだか 田湯牧場 434＋ 41：38．0クビ 199．9�
48 クレシェンテ 牝3青鹿54 丸田 恭介�ノースヒルズ 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 396－ 61：38．53 170．3�
816 ヴェルサイユパーク 牝3鹿 54 戸崎 圭太大塚 亮一氏 高木 登 新冠 タニグチ牧場 462＋ 61：39．24 43．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，243，800円 複勝： 40，024，400円 枠連： 16，849，000円
馬連： 53，291，000円 馬単： 33，644，800円 ワイド： 26，460，400円
3連複： 67，860，600円 3連単： 103，839，900円 計： 366，213，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 140円 � 230円 枠 連（3－4） 480円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 200円 �� 540円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，460円 3 連 単 ��� 4，870円

票 数

単勝票数 計 242438 的中 � 64595（2番人気）
複勝票数 計 400244 的中 � 99824（1番人気）� 88651（2番人気）� 32659（4番人気）
枠連票数 計 168490 的中 （3－4） 26379（1番人気）
馬連票数 計 532910 的中 �� 96894（1番人気）
馬単票数 計 336448 的中 �� 29305（1番人気）
ワイド票数 計 264604 的中 �� 39900（1番人気）�� 10714（4番人気）�� 12015（2番人気）
3連複票数 計 678606 的中 ��� 34393（1番人気）
3連単票数 計1038399 的中 ��� 15737（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．3―36．4―48．5―1：00．9―1：12．9―1：24．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F35．4

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

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

プレミアステイタス �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．7．14 福島13着

2011．2．16生 牝3黒鹿 母 ステイトリーデイズ 母母 ステイトリーダンス 4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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 コスモナーダム号・コスモメリー号・サトノスティング号・ダイワジャスト号・マスソングウインド号

00090 1月25日 晴 良 （26中山1）第8日 第6競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時50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
1：58．0
1：56．1

良
良

59 キネオワールド 牡3黒鹿56 吉田 豊吉田 千津氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 484 ―2：08．4 3．8�
24 ダイワブレス 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 506 ― 〃 ハナ 2．9�
713 マロンブーケ 牝3栗 54 後藤 浩輝保坂 和孝氏 木村 哲也 日高 オリオンファーム 482 ― 〃 クビ 17．9�
611 ユナイテッド 牡3鹿 56 石橋 脩林 正道氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 474 ―2：08．5� 11．5�
11 リ ス ク オ ン 牝3栗 54 内田 博幸ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 468 ―2：08．6クビ 6．3�
612 サプライズレナ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか へいはた牧場 460 ―2：08．7� 227．1�
48 ヘクターザグレート 牡3黒鹿56 二本柳 壮堀 祥子氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 500 ― 〃 クビ 9．4	
815 ミッキーウエルカム 牡3鹿 56 丸田 恭介野田みづき氏 大竹 正博 新ひだか 酒井 秀紀 462 ―2：08．8クビ 9．6

12 エンジェルピース 牡3鹿 56 大野 拓弥 �キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 564 ― 〃 クビ 20．8�
816 ホープフルムーン 牝3栗 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 手塚 貴久 新ひだか 武 牧場 438 ― 〃 ハナ 103．3
510 フッコウダマシイ 牡3鹿 56 田中 博康関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 454 ―2：09．22� 56．7�
36 コットンウッド 牝3栗 54 大庭 和弥石瀬 浩三氏 石栗 龍彦 新冠 ヒカル牧場 384 ―2：09．3� 68．8�
714 シューベルト 牡3青鹿56 武士沢友治手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 浦河 室田 千秋 466 ―2：09．93� 165．5�
35 コスモティマ 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 434 ―2：10．64 35．6�
47 コウユーユメノハナ 牝3栗 54

51 ▲原田 和真加治屋貞光氏 高橋 文雅 浦河 佐々木 恵一 430 ―2：11．55 194．5�
23 リネンゴンザレス �3鹿 56 的場 勇人戸山 光男氏 和田 雄二 浦河 惣田 英幸 434 ―2：14．9大差 193．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，519，600円 複勝： 34，023，800円 枠連： 14，901，400円
馬連： 46，683，800円 馬単： 30，639，800円 ワイド： 21，666，800円
3連複： 56，598，700円 3連単： 91，058，600円 計： 317，092，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 140円 � 390円 枠 連（2－5） 520円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 300円 �� 850円 �� 800円

3 連 複 ��� 2，740円 3 連 単 ��� 10，420円

票 数

単勝票数 計 215196 的中 � 44669（2番人気）
複勝票数 計 340238 的中 � 71265（2番人気）� 77529（1番人気）� 15606（7番人気）
枠連票数 計 149014 的中 （2－5） 21307（1番人気）
馬連票数 計 466838 的中 �� 61236（1番人気）
馬単票数 計 306398 的中 �� 19120（2番人気）
ワイド票数 計 216668 的中 �� 20624（1番人気）�� 5863（12番人気）�� 6309（11番人気）
3連複票数 計 565987 的中 ��� 15267（5番人気）
3連単票数 計 910586 的中 ��� 6455（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．9―39．2―52．7―1：07．0―1：20．1―1：32．9―1：44．8―1：56．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F35．5
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

キネオワールド �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Exchange Rate 初出走

2011．1．26生 牡3黒鹿 母 ア ー マ イ ン 母母 Red Mischief 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 ミッキーウエルカム号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リネンゴンザレス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年2月25日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の17頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）17頭 ウエスタンパレード号・カレンリスベット号・クールドゥブルス号・コウヨウマリア号・サクラアンプルール号・

サンバカーニバル号・ソードラック号・ダイナソア号・ダブルコーク号・トウカイエントリー号・
パリカラノテガミ号・ブライティアスター号・レッドイルヴェント号・レッドシェリール号・レッドメテオ号・
レテルノアモーレ号・ロセウス号



00091 1月25日 晴 良 （26中山1）第8日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走13時20分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

47 ラピダメンテ �3栗 56 蛯名 正義 �社台レースホース池上 昌弘 日高 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 472± 01：12．5 2．1�

46 デルマオソマツ 牡3黒鹿56 柴田 善臣浅沼 廣幸氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム 468－ 2 〃 クビ 4．9�
22 トウケイタイガー 牡3黒鹿56 北村 宏司木村 信彦氏 清水 久詞 新ひだか 下村 繁正 456－ 81：12．92� 13．3�
713 ブルーストーン 牝3黒鹿54 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460－ 2 〃 ハナ 13．0�
611 ディアゴッホ 牡3栗 56 松岡 正海ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 508＋ 4 〃 アタマ 14．0�
814 ヒマラヤタカコ 牝3栗 54 武士沢友治辻 大作氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 452＋ 21：13．0� 6．0	
34 ニシノイナズマ 牡3芦 56 内田 博幸西山 茂行氏 松山 将樹 新冠 川上牧場 486± 01：13．53 15．9

11 ダイチヴュルデ 牡3鹿 56 宮崎 北斗 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 450＋121：13．71� 124．8�
58 ナスケンリュウジン 牡3栗 56

55 ☆横山 和生那須 猛氏 鈴木 康弘 新ひだか 桜井牧場 450－ 8 〃 クビ 54．7�
59 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± 0 〃 アタマ 107．5
23 ミ サ イ ル 牡3栗 56 戸崎 圭太 Him Rock Racing 田村 康仁 新ひだか 田中 裕之 512＋ 21：13．91 24．5�
35 � チ ー フ テ ン 牡3鹿 56 後藤 浩輝ケンレーシング組合 土田 稔 新ひだか 大典牧場 472－ 51：14．11� 37．2�
712 ファンファーレ 牝3栗 54 丸田 恭介�ミルファーム 武市 康男 えりも エクセルマネジメント 474± 0 〃 アタマ 186．4�
610 ユールドゥー 牡3鹿 56 田辺 裕信小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 476＋ 41：14．2クビ 52．9�
815 サンバデジャネイロ 牝3黒鹿 54

51 ▲原田 和真�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 438－10 〃 同着 365．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 35，045，800円 複勝： 54，057，700円 枠連： 23，570，600円
馬連： 70，701，400円 馬単： 41，961，600円 ワイド： 34，585，300円
3連複： 88，816，200円 3連単： 149，924，200円 計： 498，662，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 160円 � 270円 枠 連（4－4） 530円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 240円 �� 600円 �� 940円

3 連 複 ��� 1，850円 3 連 単 ��� 5，580円

票 数

単勝票数 計 350458 的中 � 132093（1番人気）
複勝票数 計 540577 的中 � 145098（1番人気）� 93953（2番人気）� 38106（5番人気）
枠連票数 計 235706 的中 （4－4） 32926（2番人気）
馬連票数 計 707014 的中 �� 107171（1番人気）
馬単票数 計 419616 的中 �� 37548（1番人気）
ワイド票数 計 345853 的中 �� 43257（1番人気）�� 13197（4番人気）�� 8004（13番人気）
3連複票数 計 888162 的中 ��� 35527（2番人気）
3連単票数 計1499242 的中 ��� 19831（4番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．8―12．4―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．9―47．3―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラピダメンテ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2014．1．13 中山1着

2011．2．9生 �3栗 母 オンシジューム 母母 ウインフィオーレ 2戦2勝 賞金 13，200，000円

00092 1月25日 晴 良 （26中山1）第8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

68 ブリスアウト 牡5鹿 57 北村 宏司 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 494＋281：54．4 5．6�
711 コスモマイギフト 牡5黒鹿57 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 浦河 日田牧場 B500－ 61：54．93 11．3�
22 ベルウッドテラス 牡4鹿 56 G．ブノワ 鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 日高 オリオンファーム 504－ 2 〃 クビ 3．0�

（仏）

33 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± 01：55．11 4．0�
812� シングンカイロス 牡5鹿 57 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 478± 01：55．2� 10．9	
813 ピースオブウィーク 牡4黒鹿56 後藤 浩輝ザ・チャンピオンズ 伊藤 大士 新ひだか 前川 正美 528＋221：55．51� 11．1

710 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 516＋ 21：55．6クビ 13．0�
45 ル ー 牡4鹿 56 丸田 恭介武田 茂男氏 大竹 正博 新ひだか 前田 宗将 450－ 81：56．55 134．0�
57 � プレミアムゴールド 牡5栗 57 F．ベリー 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 484± 01：56．71 12．6
（愛）

69 � ヒシサイレンス 牡4黒鹿56 江田 照男阿部 雅英氏 小笠 倫弘 米 Masa-
ichiro Abe 468＋ 2 〃 クビ 34．2�

44 � レッドレガーロ 牡4鹿 56
55 ☆横山 和生 �東京ホースレーシング 黒岩 陽一 新ひだか 矢野牧場 542± 01：56．8クビ 310．1�

11 ト キ ノ ユ ウ 牡5鹿 57 柴田 大知岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 456＋ 2 〃 クビ 168．8�
56 レイキッシュボーイ 牡4栗 56 内田 博幸 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 456－ 21：57．0� 35．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 32，455，700円 複勝： 53，805，000円 枠連： 21，677，500円
馬連： 72，414，900円 馬単： 40，558，500円 ワイド： 32，641，200円
3連複： 88，480，200円 3連単： 141，693，500円 計： 483，726，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 220円 � 270円 � 140円 枠 連（6－7） 1，720円

馬 連 �� 4，340円 馬 単 �� 7，100円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 470円 �� 700円

3 連 複 ��� 5，100円 3 連 単 ��� 33，270円

票 数

単勝票数 計 324557 的中 � 46132（3番人気）
複勝票数 計 538050 的中 � 57918（3番人気）� 44824（4番人気）� 131934（1番人気）
枠連票数 計 216775 的中 （6－7） 9331（11番人気）
馬連票数 計 724149 的中 �� 12324（16番人気）
馬単票数 計 405585 的中 �� 4221（32番人気）
ワイド票数 計 326412 的中 �� 5958（18番人気）�� 18064（2番人気）�� 11481（7番人気）
3連複票数 計 884802 的中 ��� 12814（16番人気）
3連単票数 計1416935 的中 ��� 3144（108番人気）

ハロンタイム 12．6―12．0―13．1―13．3―12．6―12．6―12．5―12．2―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．6―37．7―51．0―1：03．6―1：16．2―1：28．7―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブリスアウト �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2012．2．4 東京1着

2009．5．18生 牡5鹿 母 シーキングマイラブ 母母 Queen Maud 7戦3勝 賞金 27，516，000円
〔発走状況〕 ヒシサイレンス号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※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。



00093 1月25日 晴 良 （26中山1）第8日 第9競走 ��1，200�
はつがすみ

初 霞 賞
発走14時25分 （ダート・右）

4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

59 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 534＋ 21：11．5 4．0�
12 � シュトラール 牡4鹿 56 蛯名 正義前田 幸治氏 武藤 善則 米 Machmer

Hall 480＋ 4 〃 クビ 3．3�
11 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 550－ 41：11．6クビ 11．0�
612� カフェヒミコ 牝6鹿 55 柴田 善臣西川 恭子氏 松山 康久 米 Katsumi

Yoshizawa 540－12 〃 クビ 8．4�
816 キンシザイル 牡5鹿 57 三浦 皇成若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 谷岡 正次 496＋ 61：11．81� 26．2�
713 フィールザラブ 牝5栗 55 田中 勝春櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 424－ 21：12．01� 20．8	
48 � フェアエレン 牝5栗 55 後藤 浩輝前田 幸治氏 小笠 倫弘 米 WinStar

Farm LLC 486± 01：12．1� 5．1

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± 01：12．31� 201．6�
815 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 456－ 41：12．51� 47．5�
47 	 チャンピオンヤマト 牡5鹿 57 F．ベリー 坪野谷和平氏 谷原 義明 新冠 八木 常郎 478＋ 41：12．6� 92．6

（愛）

24 �	 クールヴェント 牡6鹿 57 G．ブノワ 櫻井 盛夫氏 久保田貴士 米 Grade1
Bloodstock Inc. 522＋ 21：12．91
 22．7�

（仏）

510 クレバーアポロ 牡5栗 57 津村 明秀 �ウエスタンファーム 小西 一男 むかわ 上水牧場 500－ 2 〃 アタマ 61．6�
23 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 474＋ 21：13．22 28．1�
714 ボウマンミル 牡4青鹿56 田辺 裕信 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510＋ 21：13．3
 16．6�
611 リベルタドーレス 牡4栗 56 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 502＋ 81：13．93� 47．0�
35 ホンインボウ 牡5黒鹿57 的場 勇人新井 孝治氏 柄崎 孝 浦河 岡本 昌市 600＋121：15．07 296．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，367，700円 複勝： 73，893，100円 枠連： 28，455，800円
馬連： 110，934，500円 馬単： 62，106，400円 ワイド： 47，299，700円
3連複： 138，074，500円 3連単： 223，077，400円 計： 722，209，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 180円 � 330円 枠 連（1－5） 610円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 390円 �� 870円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 2，940円 3 連 単 ��� 11，820円

票 数

単勝票数 計 383677 的中 � 76110（2番人気）
複勝票数 計 738931 的中 � 165775（1番人気）� 117731（3番人気）� 44785（5番人気）
枠連票数 計 284558 的中 （1－5） 34797（1番人気）
馬連票数 計1109345 的中 �� 110092（2番人気）
馬単票数 計 621064 的中 �� 27946（5番人気）
ワイド票数 計 472997 的中 �� 32624（2番人気）�� 12977（7番人気）�� 10156（11番人気）
3連複票数 計1380745 的中 ��� 34712（5番人気）
3連単票数 計2230774 的中 ��� 13931（15番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．3―12．0―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．3―46．3―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フルヒロボーイ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2012．2．5 東京1着

2009．5．9生 牡5鹿 母 スターオブジュニパー 母母 Good Luck Charm 19戦4勝 賞金 57，756，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ミヤビリファイン号
（非抽選馬） 1頭 キンショーユウジャ号
※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。

00094 1月25日 晴 良 （26中山1）第8日 第10競走 ��1，600�
わ か し お

若 潮 賞
発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下，25．1．19以降26．1．19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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000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
1：30．7
1：30．7

良
良

710 カフェリュウジン 牡4鹿 55 後藤 浩輝西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 530± 01：34．0 8．7�
57 ローレルブレット 牡5黒鹿56 田辺 裕信 �ローレルレーシング 今野 貞一 新冠 川島牧場 452＋ 2 〃 クビ 3．8�
11 サクラディソール 牝4鹿 53 戸崎 圭太�さくらコマース尾関 知人 千歳 社台ファーム 426＋ 21：34．1� 6．0�
22 メイショウスザンナ 牝5鹿 53 内田 博幸松本 好�氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 458± 0 〃 ハナ 13．5�
33 エデンロック 牡4鹿 56 F．ベリー 田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 472＋ 61：34．31� 2．7	

（愛）

44 テンシンランマン 牝4鹿 53 田中 勝春 
キャロットファーム 伊藤 伸一 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 486＋ 4 〃 アタマ 12．7�
68 コスモミレネール 牝5鹿 53 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 462＋ 41：34．4クビ 17．8�
711 マイネイディール 牝6青鹿52 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 白井牧場 514＋ 61：34．61 26．6
45 � コスモソウタ 牡5鹿 53 津村 明秀 
ビッグレッドファーム 水野 貴広 新冠 タニグチ牧場 478＋ 4 〃 ハナ 153．9�
812 プロスペラスマム 牝7鹿 50 原田 和真本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 532－ 21：34．92 195．1�
813 ファンデルワールス �5鹿 55 北村 宏司 
社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 500＋ 21：35．0クビ 25．8�
69 マイネエポナ 牝5鹿 53 石橋 脩 �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 454± 01：35．42� 35．2�
56 カラダエーピー 牝4栗 51 横山 和生子安 裕樹氏 尾形 和幸 平取 清水牧場 B480＋ 21：36．67 162．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 42，732，400円 複勝： 79，032，200円 枠連： 26，834，500円
馬連： 136，365，700円 馬単： 72，931，100円 ワイド： 51，545，800円
3連複： 159，488，700円 3連単： 282，986，900円 計： 851，917，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 240円 � 160円 � 200円 枠 連（5－7） 1，300円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 3，980円

ワ イ ド �� 570円 �� 740円 �� 450円

3 連 複 ��� 2，960円 3 連 単 ��� 20，160円

票 数

単勝票数 計 427324 的中 � 38860（4番人気）
複勝票数 計 790322 的中 � 79093（4番人気）� 151702（2番人気）� 101977（3番人気）
枠連票数 計 268345 的中 （5－7） 15298（5番人気）
馬連票数 計1363657 的中 �� 62287（6番人気）
馬単票数 計 729311 的中 �� 13550（14番人気）
ワイド票数 計 515458 的中 �� 22291（5番人気）�� 16745（7番人気）�� 29415（3番人気）
3連複票数 計1594887 的中 ��� 39836（9番人気）
3連単票数 計2829869 的中 ��� 10360（60番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．4―34．9―46．7―58．3―1：10．2―1：21．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．7

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

勝馬の
紹 介

カフェリュウジン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Stravinsky デビュー 2012．11．11 東京5着

2010．2．27生 牡4鹿 母 カフェララルー 母母 Careless Kitten 18戦3勝 賞金 46，745，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 カフェリュウジン号の騎手後藤浩輝は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。



00095 1月25日 晴 良 （26中山1）第8日 第11競走 ��1，800�アレキサンドライトステークス
発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，25．1．19以降26．1．19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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

35 リアライズキボンヌ 牝5鹿 53 松岡 正海工藤 圭司氏 森 秀行 日高 三城牧場 456－ 41：53．6 29．4�
59 リキサンステルス 牡4青鹿54 北村 宏司 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 B482＋ 61：53．7� 8．5�
510 ギャザーロージズ �7芦 55 F．ベリー 吉田 勝己氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 496＋ 61：53．8クビ 9．8�

（愛）

714 ユーロビート �5鹿 57．5 戸崎 圭太吉田 和美氏 高柳 瑞樹 洞�湖 メジロ牧場 534＋ 81：53．9� 3．4�
48 ジョウノボヘミアン 牡8鹿 53 吉田 豊小川 義勝氏 加藤 征弘 日高 三城牧場 B496± 0 〃 クビ 227．5�
47 ドラゴンフォルテ 牡5鹿 57 内田 博幸窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 478± 01：54．22 2．8	
612	 グレイレジェンド 牡6芦 54 大庭 和弥小野 博郷氏 松永 幹夫 新ひだか 稲葉牧場 466－ 81：54．3クビ 88．1

816 ジ ャ ン ナ 牡6鹿 54 大野 拓弥前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 ノースヒルズマネジメント 486－ 41：54．62 98．3�
815 クラブトゥギャザー 牡8鹿 56 三浦 皇成原 
子氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 512＋ 2 〃 ハナ 26．5�
713 バトードール 牡7栗 56 石橋 脩 �キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 524－ 8 〃 アタマ 97．5
23 ニシノオウガイ 牡6黒鹿54 武士沢友治西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 498＋ 21：54．81� 238．3�
12 カシュカシュ 牝5鹿 52 丸田 恭介松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 436－ 41：55．22� 18．5�
611 ロジサンデー 牡5鹿 55 後藤 浩輝久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか 田中 裕之 478＋ 61：55．41� 11．5�
24 ダンシングマオ 牝7鹿 53 田中 勝春森口�一郎氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 474＋101：55．6� 28．2�
11 アナバティック 牡7栗 55 津村 明秀金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 500＋ 41：55．7� 46．7�
36 トーセンベニザクラ 牝5黒鹿55 田辺 裕信島川 �哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 452－ 21：56．01� 13．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 59，356，500円 複勝： 94，514，100円 枠連： 58，974，300円
馬連： 254，927，500円 馬単： 130，814，800円 ワイド： 87，555，200円
3連複： 336，982，200円 3連単： 589，215，300円 計： 1，612，339，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，940円 複 勝 � 680円 � 320円 � 310円 枠 連（3－5） 2，150円

馬 連 �� 12，250円 馬 単 �� 29，300円

ワ イ ド �� 2，830円 �� 3，070円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 35，600円 3 連 単 ��� 306，230円

票 数

単勝票数 計 593565 的中 � 15933（10番人気）
複勝票数 計 945141 的中 � 33107（9番人気）� 81637（4番人気）� 86062（3番人気）
枠連票数 計 589743 的中 （3－5） 20337（9番人気）
馬連票数 計2549275 的中 �� 15366（36番人気）
馬単票数 計1308148 的中 �� 3295（80番人気）
ワイド票数 計 875552 的中 �� 7545（32番人気）�� 6941（34番人気）�� 17129（15番人気）
3連複票数 計3369822 的中 ��� 6986（95番人気）
3連単票数 計5892153 的中 ��� 1420（687番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―12．8―12．9―12．3―12．5―12．7―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．9―37．7―50．6―1：02．9―1：15．4―1：28．1―1：40．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リアライズキボンヌ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2011．10．29 京都3着

2009．5．16生 牝5鹿 母 ジョウノボレロ 母母 ザ ン ゼ 19戦5勝 賞金 72，271，000円
〔制裁〕 グレイレジェンド号の騎手大庭和弥は，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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 クレバーサンデー号・コスモイーチタイム号・セイカフォルトゥナ号・ドラゴンヴォイス号・ドレミファドン号・

ヒメサクラ号
※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。

00096 1月25日 晴 良 （26中山1）第8日 第12競走 ��2，000�サラブレッド系4歳以上
発走16時10分 （芝・右）

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

中央レコード
1：58．0
1：56．1

良
良

46 ソムニアシチー 牝4鹿 54 田中 勝春 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 幾千世牧場 454± 02：02．5 9．9�
23 マクベスバローズ 牡4黒鹿56 後藤 浩輝猪熊 広次氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 464＋ 22：02．71� 12．6�
47 アースザスリー 牝4鹿 54 江田 照男 �クイーンズ・ランチ 加藤 征弘 新ひだか 折手牧場 478＋ 8 〃 クビ 35．2�
22 パシャドーラ 牝4鹿 54 G．ブノワ 山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 498－ 42：02．8クビ 2．6�

（仏）

610 ピタゴラスコンマ 牡5鹿 57 大野 拓弥髙瀬 真尚氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 522＋ 4 〃 アタマ 5．7�
58 ベルゲンクライ 牡4芦 56 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム 494＋ 82：03．01 18．4	
815 ファンアットコート 牝4鹿 54 二本柳 壮
ミルファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 480－ 8 〃 クビ 295．9�
59 リキサンイレブン 牡5黒鹿57 田辺 裕信 
ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 518－ 42：03．21� 12．0�
34 コスモハヤブサ 牡4青鹿56 三浦 皇成 
ビッグレッドファーム 清水 美波 新冠 コスモヴューファーム 462－ 62：03．3� 12．7
35 ディーエスライダー 牡5黒鹿57 松岡 正海秋谷 壽之氏 成島 英春 新ひだか 岡田スタツド 490－142：03．4� 23．0�
712 モスカートローザ 牝6鹿 55 北村 宏司吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 484＋142：03．61� 66．8�
11 � ヒカルデザイアー 牡4鹿 56 F．ベリー 高橋 光氏 武藤 善則 登別 登別上水牧場 B486－ 4 〃 アタマ 24．2�

（愛）

713 トーセンワープ 牡4鹿 56 内田 博幸島川 �哉氏 大久保洋吉 日高 有限会社 エ
スティファーム 468± 02：03．7クビ 81．8�

814 マイネルクレイズ 牡4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 492＋ 42：03．8� 10．6�

611 リアルフレア 牡5栗 57 戸崎 圭太吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 468± 02：04．22� 16．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 37，881，100円 複勝： 64，519，200円 枠連： 34，994，800円
馬連： 115，299，200円 馬単： 59，673，000円 ワイド： 48，315，100円
3連複： 152，719，500円 3連単： 258，904，500円 計： 772，306，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 430円 � 400円 � 940円 枠 連（2－4） 1，160円

馬 連 �� 6，080円 馬 単 �� 13，140円

ワ イ ド �� 2，370円 �� 4，570円 �� 5，200円

3 連 複 ��� 62，100円 3 連 単 ��� 318，460円

票 数

単勝票数 計 378811 的中 � 30153（3番人気）
複勝票数 計 645192 的中 � 40541（6番人気）� 45381（5番人気）� 16683（12番人気）
枠連票数 計 349948 的中 （2－4） 22277（4番人気）
馬連票数 計1152992 的中 �� 14017（24番人気）
馬単票数 計 596730 的中 �� 3352（50番人気）
ワイド票数 計 483151 的中 �� 5088（29番人気）�� 2594（55番人気）�� 2271（60番人気）
3連複票数 計1527195 的中 ��� 1815（190番人気）
3連単票数 計2589045 的中 ��� 600（992番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―13．1―12．3―13．2―12．1―12．0―12．1―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．8―36．9―49．2―1：02．4―1：14．5―1：26．5―1：38．6―1：50．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ソムニアシチー �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2012．8．12 新潟14着

2010．4．7生 牝4鹿 母 エレアシチー 母母 タイミングシチー 15戦2勝 賞金 20，450，000円
〔制裁〕 ファンアットコート号の調教師畠山重則は，馬場入場後に同馬の右手綱の尾錠が外れたことについて戒告。
※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8日 1月25日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 183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

196，320，000円
7，680，000円
1，490，000円
17，830，000円
71，489，500円
4，758，000円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
381，684，600円
675，326，900円
283，939，100円
1，053，725，200円
599，154，700円
447，471，100円
1，345，823，000円
2，252，977，400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 7，040，102，000円

総入場人員 19，105名 （有料入場人員 17，707名）
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