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00001 1月4日 晴 良 （27中山1）第1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

35 カ イ マ ノ ア 牡3栗 56 北村 宏司山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 小林 仁 486－ 41：13．3 2．4�
23 ゴールドエッグ 牡3鹿 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 松田牧場 460＋ 41：13．51� 7．0�
12 ジュエルアラモード 牝3栗 54 石橋 脩西川 礦氏 松山 将樹 日高 下河辺牧場 504＋ 61：13．92� 26．0�
24 ファインダッシュ 牡3黒鹿56 的場 勇人井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 496＋ 81：14．32� 6．3�
713 ハ ル ダ ヨ リ 牝3栗 54 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 清水 英克 新冠 三村 卓也 442± 01：14．51� 9．1�
612 トーセンギガ 牡3黒鹿56 武士沢友治島川 	哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 446－ 2 〃 ハナ 17．0

611 エメラルドビーム 牝3鹿 54 横山 典弘北原光一郎氏 鈴木 伸尋 日高 天羽牧場 494± 0 〃 クビ 8．2�
36 テ イ ア 牝3鹿 54 内田 博幸�ミルファーム 尾関 知人 新ひだか 岡田スタツド 418＋121：14．92� 112．3
816 リッキーファイト 牡3栗 56 横山 和生佐藤 力一氏 古賀 史生 日高 川島 良一 448± 01：15．0� 27．4�
11 ナンヨーディンプル 牝3黒鹿54 柴田 善臣中村 德也氏 小笠 倫弘 日高 日高大洋牧場 422＋ 61：15．21� 99．1�
59 モアニレフア 牝3青鹿54 杉原 誠人北村 栄治氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 426＋101：15．3クビ 134．4�
815 エマージングウルフ 牝3芦 54

51 ▲伴 啓太友水 達也氏 中野 栄治 浦河 有限会社
松田牧場 408－ 2 〃 クビ 249．3�

510 マダムヤッコ 牝3鹿 54 津村 明秀森 保彦氏 武市 康男 むかわ 市川牧場 440－ 41：15．4クビ 8．9�
48 ディベルティード 牡3鹿 56 村田 一誠武井 祥久氏 武井 亮 新冠 前川 隆範 444＋ 41：15．72 203．3�
47 ホッカイブラザーズ 牡3芦 56 柴田 大知�北海牧場 柴田 政人 新冠 長浜 忠 450＋ 81：15．91� 162．0�
714 ディアクリューソス 牡3栗 56 柴山 雄一髙樽さゆり氏 松永 康利 新冠 赤石 久夫 454＋ 41：16．21� 59．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，495，500円 複勝： 40，713，200円 枠連： 20，828，300円
馬連： 78，460，400円 馬単： 42，304，100円 ワイド： 36，501，700円
3連複： 100，736，800円 3連単： 132，336，100円 計： 477，376，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 220円 � 630円 枠 連（2－3） 430円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，230円 �� 2，860円

3 連 複 ��� 7，070円 3 連 単 ��� 26，920円

票 数

単勝票数 計 254955 的中 � 84721（1番人気）
複勝票数 計 407132 的中 � 125093（1番人気）� 41053（4番人気）� 11087（9番人気）
枠連票数 計 208283 的中 （2－3） 37048（1番人気）
馬連票数 計 784604 的中 �� 73441（2番人気）
馬単票数 計 423041 的中 �� 23730（2番人気）
ワイド票数 計 365017 的中 �� 25028（3番人気）�� 7344（18番人気）�� 3056（30番人気）
3連複票数 計1007368 的中 ��� 10677（22番人気）
3連単票数 計1323361 的中 ��� 3564（80番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―12．0―12．8―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．2―35．2―48．0―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ イ マ ノ ア �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ロックオブジブラルタル デビュー 2014．7．12 福島4着

2012．5．20生 牡3栗 母 ロックフォーティ 母母 フォーティエース 4戦1勝 賞金 8，850，000円
※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） 1頭 キザシ号
（非抽選馬） 5頭 アパシオナーダ号・カンタベリーマミー号・シーセクション号・スティールブルグ号・スリルオブジョイ号

00002 1月4日 晴 良 （27中山1）第1日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時20分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

611 トーセンアーネスト 牡3鹿 56 江田 照男島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ
スティファーム 516＋ 41：57．3 1．7�

59 ドラゴンパイロ 牡3青鹿56 吉田 豊窪田 康志氏 大久保洋吉 浦河 �川 啓一 530－ 4 〃 ハナ 5．5�
816 マイネルヴォーダン 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新ひだか 三木田牧場 506＋201：57．62 12．3�
11 トミケンシェルフ 牡3栗 56 村田 一誠冨樫 賢二氏 武井 亮 日高 沖田牧場 474－ 21：57．7� 47．7�
713 クラウンリバティー 牡3鹿 56 後藤 浩輝矢野 恭裕氏 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 494± 01：57．8� 12．5	
815 セイカアヴァンサ 牡3鹿 56 柴山 雄一久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 460± 01：58．12 18．8

23 ノーブルクリスタル 牡3鹿 56 古川 吉洋吉木 伸彦氏 水野 貴広 洞�湖 レイクヴィラファーム 470－ 21：58．2� 46．7�
714 トーセンアプローズ 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ
スティファーム 500＋281：58．3クビ 152．0�

48 メイショウキシドウ 牡3鹿 56 内田 博幸松本 好雄氏 小島 太 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484＋ 61：58．51� 71．8

24 オ フ ビ ー ト 牡3鹿 56 勝浦 正樹松尾 正氏 藤原 辰雄 秋田 松尾 豊 454＋10 〃 ハナ 6．8�
35 ロードトリニティ 牡3鹿 56 西田雄一郎 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新ひだか ケイアイファーム 472＋ 41：58．6� 81．6�
12 ダンスオーレ 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁吉田 喬氏 黒岩 陽一 新冠 新冠橋本牧場 460＋141：58．81� 83．2�
47 コパノウィルソン 牡3鹿 56 田辺 裕信小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 谷岡牧場 470－ 21：58．9	 20．4�
612 ミキノブシドウ 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太谷口 久和氏 南田美知雄 新ひだか 本桐牧場 502± 02：00．510 305．6�
36 シゲルナマハゲ 牡3鹿 56 G．ブノワ 森中 蕃氏 蛯名 利弘 浦河 王蔵牧場 440＋ 4 〃 クビ 138．2�

（仏）

510 マイネルシュプレム 牡3鹿 56 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 オリエント牧場 476＋ 62：00．7	 338．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，397，000円 複勝： 97，608，100円 枠連： 20，396，300円
馬連： 74，003，200円 馬単： 52，387，000円 ワイド： 38，717，400円
3連複： 93，302，300円 3連単： 156，689，400円 計： 559，500，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 270円 枠 連（5－6） 420円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 200円 �� 480円 �� 930円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 4，030円

票 数

単勝票数 計 263970 的中 � 118836（1番人気）
複勝票数 計 976081 的中 � 679147（1番人気）� 82475（2番人気）� 25697（7番人気）
枠連票数 計 203963 的中 （5－6） 36927（1番人気）
馬連票数 計 740032 的中 �� 125036（1番人気）
馬単票数 計 523870 的中 �� 62450（1番人気）
ワイド票数 計 387174 的中 �� 61936（1番人気）�� 18968（5番人気）�� 8913（11番人気）
3連複票数 計 933023 的中 ��� 43502（4番人気）
3連単票数 計1566894 的中 ��� 28154（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．1―38．7―52．2―1：05．3―1：18．4―1：31．6―1：44．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F38．9
1
3

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

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

トーセンアーネスト �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．7．19 福島8着

2012．4．8生 牡3鹿 母 ビーチフェスタ 母母 ビーチフラッグ 6戦1勝 賞金 9，050，000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） 7頭 カゼノゴトク号・クリノジュンチャン号・ニシキオーカン号・ブラックバスター号・マイネルスウェルテ号・

マーブルヒル号・ロマンホープ号
（非抽選馬） 1頭 コスモデント号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第１回 中山競馬 第１日



00003 1月4日 晴 良 （27中山1）第1日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時50分 （ダート・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

67 オトコギイッポン 牡3鹿 56 江田 照男飯田 正剛氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 490 ―1：59．5 13．6�
78 ワイルドダンサー 牡3鹿 56 横山 典弘草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 484 ―1：59．71� 2．6�
11 カ ラ マ 牡3鹿 56 柴山 雄一吉田 和美氏 木村 哲也 新冠 柏木 一則 516 ―1：59．91� 12．4�
66 トゥルーウインド 牡3栗 56 C．デムーロ �社台レースホース田中 剛 安平 追分ファーム 466 ―2：00．22 3．3�

（仏）

811 サトノギャラクシー 牡3青鹿56 蛯名 正義里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 518 ―2：00．62� 7．5�
55 ラブアポロン 牡3芦 56 戸崎 圭太 M・

Kenichiホールディング	 尾関 知人 浦河 酒井牧場 474 ―2：00．7クビ 8．5

44 ピ サ ー ロ 牡3黒鹿56 伊藤 工真窪田 康志氏 尾形 和幸 新冠 須崎牧場 448 ―2：00．91� 28．5�
22 アポロユウシャ 牡3芦 56 吉田 隼人アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 森永 睦夫 486 ―2：01．85 24．4�
33 メイスンセンター 牝3鹿 54 田辺 裕信梅村 浩氏 小島 茂之 新冠 新冠橋本牧場 456 ― 〃 アタマ 15．3
79 ナロウゲート 牝3栗 54 大野 拓弥八百板俊一郎氏 星野 忍 浦河 丸幸小林牧場 454 ―2：01．9� 112．3�
810 シゲルミコシ 牡3鹿 56 後藤 浩輝森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 浜本牧場 450 ―2：02．11 60．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 26，152，200円 複勝： 33，227，400円 枠連： 16，113，300円
馬連： 68，134，400円 馬単： 43，422，300円 ワイド： 31，471，100円
3連複： 75，952，700円 3連単： 134，964，900円 計： 429，438，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 310円 � 130円 � 320円 枠 連（6－7） 310円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 4，090円

ワ イ ド �� 590円 �� 1，590円 �� 590円

3 連 複 ��� 4，160円 3 連 単 ��� 27，820円

票 数

単勝票数 計 261522 的中 � 15286（6番人気）
複勝票数 計 332274 的中 � 22161（6番人気）� 89225（1番人気）� 21961（7番人気）
枠連票数 計 161133 的中 （6－7） 39563（1番人気）
馬連票数 計 681344 的中 �� 36185（4番人気）
馬単票数 計 434223 的中 �� 7944（17番人気）
ワイド票数 計 314711 的中 �� 13942（6番人気）�� 4810（18番人気）�� 14100（5番人気）
3連複票数 計 759527 的中 ��� 13661（11番人気）
3連単票数 計1349649 的中 ��� 3516（85番人気）

ハロンタイム 13．1―12．9―14．3―14．3―13．9―13．4―13．1―12．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―26．0―40．3―54．6―1：08．5―1：21．9―1：35．0―1：47．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F37．6
1
3
7，8（4，9）5（6，11）（3，10）（2，1）
7（8，9）（4，11）（5，6，1）3，10－2

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

勝馬の
紹 介

オトコギイッポン �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 オ ジ ジ ア ン 初出走

2012．5．10生 牡3鹿 母 ビクトリーステップ 母母 ミセスビクトリア 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※オトコギイッポン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

00004 1月4日 晴 良 （27中山1）第1日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11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

78 クリノダイスーシー 牡3鹿 56 C．デムーロ 栗本 博晴氏 高橋 義忠 日高 厚賀古川牧場 488－ 21：12．1 10．4�
（仏）

89 ファイアリシンゾウ 牡3青鹿56 蛯名 正義 K.C．タン氏 中竹 和也 新ひだか 加野牧場 504－101：12．41� 2．9�
810 トウショウカウント 牡3栗 56 内田 博幸トウショウ産業� 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 490－ 21：12．61� 8．4�
66 フジマサジャンボ 牡3青鹿56 江田 照男藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 斉藤スタッド 448－ 21：12．81	 18．2�
44 サウスリュウセイ 牡3鹿 56 G．ブノワ 南波 壽氏 武藤 善則 浦河 高岸 順一 466＋ 41：12．9� 20．3�

（仏）

11 ノーモアベット 牡3青鹿56 戸崎 圭太髙瀬 真尚氏 田島 俊明 日高 本間牧場 454＋ 21：13．11� 3．1	
55 サンクタリリアス 牝3芦 54 津村 明秀
ミルファーム 田中 清隆 新冠 ラツキー牧場 466－ 21：13．2クビ 12．6�
77 ケモノタイプ 牡3栗 56 北村 宏司副島 義久氏 高市 圭二 様似 猿倉牧場 482＋ 4 〃 アタマ 6．6�
22 ビレッジトプテム 牡3栗 56 吉田 豊村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 見上牧場 484＋ 61：13．41	 26．6
33 ラマハデスヌーダ 牝3鹿 54 小野寺祐太
ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 442－ 21：14．57 185．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 34，041，000円 複勝： 44，510，900円 枠連： 19，870，000円
馬連： 84，638，600円 馬単： 53，292，500円 ワイド： 39，524，300円
3連複： 95，571，800円 3連単： 172，617，300円 計： 544，066，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 300円 � 160円 � 210円 枠 連（7－8） 460円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 3，750円

ワ イ ド �� 540円 �� 960円 �� 520円

3 連 複 ��� 3，050円 3 連 単 ��� 21，740円

票 数

単勝票数 計 340410 的中 � 25985（5番人気）
複勝票数 計 445109 的中 � 32407（6番人気）� 87279（2番人気）� 53799（4番人気）
枠連票数 計 198700 的中 （7－8） 33233（2番人気）
馬連票数 計 846386 的中 �� 45541（5番人気）
馬単票数 計 532925 的中 �� 10655（16番人気）
ワイド票数 計 395243 的中 �� 19227（6番人気）�� 10060（14番人気）�� 19877（5番人気）
3連複票数 計 955718 的中 ��� 23489（9番人気）
3連単票数 計1726173 的中 ��� 5754（79番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．9―12．6―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．8―47．4―59．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．2―3F37．3
3 9，10（6，8）（4，5）（1，7）3，2 4 ・（9，10）8（6，4）5（1，7）2，3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

クリノダイスーシー �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．11．8 京都1着

2012．4．29生 牡3鹿 母 オーチャードグラス 母母 ウインクアットデエンジャー 3戦2勝 賞金 14，200，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



00005 1月4日 晴 良 （27中山1）第1日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時10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

816 ナスノセイカン 牡3鹿 56 大野 拓弥�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 452－ 22：03．0 32．2�

12 レッドオランジュ 牝3鹿 54 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478－ 82：03．1� 8．6�

59 ヤマチョウタンゴ 牡3鹿 56 津村 明秀長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 496＋ 6 〃 クビ 2．6�
23 ワンパクチョウサン 牡3青鹿56 田辺 裕信�チョウサン 和田 正道 平取 坂東牧場 440＋ 62：03．31� 34．3�
48 ディリジェンテ 牝3栗 54 横山 典弘吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 464＋ 22：03．4クビ 3．7	
47 クインズマルシアノ 牡3鹿 56 柴山 雄一 �クイーンズ・ランチ 畠山 吉宏 新冠 隆栄牧場 492＋10 〃 ハナ 18．6

36 テイエムソラトブ 牡3栗 56

53 ▲原田 和真竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 若林 武雄 462＋10 〃 ハナ 229．8�
611 マイネルカレッツァ 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 日高 白井牧場 490－ 8 〃 ハナ 7．7�
11 ニシノインシュアラ 牡3鹿 56 柴田 善臣西山 茂行氏 菅原 泰夫 新冠 川上牧場 B478＋ 62：03．61	 9．4
714 ダークネブラス 牡3青鹿56 蛯名 正義 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 22：03．7クビ 11．2�
24 ウインヴァポレット 牡3鹿 56 黛 弘人�ウイン 田中 剛 新冠 コスモヴューファーム 422＋ 8 〃 ハナ 181．9�
815 ラナチュール 牝3鹿 54 大庭 和弥岡田 繁幸氏 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 400－ 22：03．8� 62．9�
713 マイネルカサドール 牡3栗 56

53 ▲石川裕紀人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 小野 次郎 新ひだか 橋本牧場 438－ 62：04．33 276．1�

612 マイネルサフィルス 牡3青鹿56 F．ベリー �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ムラカミファーム 494＋ 82：05．15 60．8�

（愛）

510 キ ー セ ー ブ 牡3栗 56 二本柳 壮北前孔一郎氏 武市 康男 日高 村下 秀明 492＋14 〃 クビ 316．1�
35 ダズリングダンサー 牝3栗 54 武士沢友治本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 メイプルファーム 436＋ 62：06．37 201．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，930，900円 複勝： 55，221，200円 枠連： 27，119，100円
馬連： 99，670，300円 馬単： 55，954，100円 ワイド： 49，997，700円
3連複： 126，520，800円 3連単： 182，678，300円 計： 632，092，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，220円 複 勝 � 670円 � 220円 � 130円 枠 連（1－8） 3，530円

馬 連 �� 17，600円 馬 単 �� 43，850円

ワ イ ド �� 4，200円 �� 1，380円 �� 610円

3 連 複 ��� 11，910円 3 連 単 ��� 164，310円

票 数

単勝票数 計 349309 的中 � 8675（8番人気）
複勝票数 計 552212 的中 � 14515（9番人気）� 60633（3番人気）� 152751（1番人気）
枠連票数 計 271191 的中 （1－8） 5939（12番人気）
馬連票数 計 996703 的中 �� 4388（36番人気）
馬単票数 計 559541 的中 �� 957（82番人気）
ワイド票数 計 499977 的中 �� 2914（39番人気）�� 9176（16番人気）�� 22325（4番人気）
3連複票数 計1265208 的中 ��� 7967（37番人気）
3連単票数 計1826783 的中 ��� 806（392番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―13．1―12．5―13．2―12．1―12．1―11．9―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．1―37．2―49．7―1：02．9―1：15．0―1：27．1―1：39．0―1：50．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．9
1
3
5，11（3，13）8（4，9）7（2，15）（6，14）16，10，12，1
9，11（5，3，13）（8，7）4（2，15）6，14，1，16（10，12）

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

勝馬の
紹 介

ナスノセイカン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2014．11．8 東京4着

2012．5．23生 牡3鹿 母 ナスノフィオナ 母母 ナスノフローラ 3戦1勝 賞金 6，100，000円
〔制裁〕 マイネルカレッツァ号の騎手柴田大知は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（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10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 エタンスラント号・シグナルアロー号・ショウナンワグナー号・トーセンルミナス号・ユメハステズニ号
（非抽選馬） 5頭 ウインティアラ号・クリノトイトイ号・クートネイ号・タマヨリモハヤク号・パピーラヴ号
※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。

00006 1月4日 晴 良 （27中山1）第1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

47 ボウマンミル 牡5青鹿57 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 B516＋ 61：12．2 4．8�

714 ディアゴッホ 牡4栗 56 戸崎 圭太ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 530＋ 6 〃 クビ 2．3�
11 ロレーヌクロス 牡5鹿 57 C．デムーロ �シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 502＋121：12．51� 7．4�

（仏）

816 ベニノラッキーマン �4芦 56 三浦 皇成�紅谷 金成 貴史 新冠 川上 悦夫 464－161：12．71 17．5�
713 アルテミシア 牝5鹿 55 横山 和生岡田 牧雄氏 古賀 史生 新ひだか 小河 豊水 B486± 0 〃 ハナ 102．4	
815 カレイファンタジア 牡5鹿 57 田中 勝春ディアレスト 宗像 義忠 新ひだか 中村 和夫 510＋ 2 〃 クビ 5．5

59 セカイノカナ 牝5芦 55

52 ▲原田 和真泉 一郎氏 鈴木 伸尋 新ひだか 坂本牧場 456＋ 41：12．8クビ 220．3�
24 アイアピール 牡4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 482－ 6 〃 クビ 52．9�
612� ハ ル コ マ チ 牝5鹿 55 松岡 正海髙橋 治夫氏 星野 忍 新冠 中本牧場 B484＋ 21：12．9	 187．9
35 ウエスタンソーレ 牡5芦 57 石橋 脩西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか ウエスタンファーム B508＋101：13．21� 51．6�
23 ニシノソラカラ 牡4黒鹿 56

53 ▲石川裕紀人西山 茂行氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 520＋10 〃 クビ 72．5�
48 レディーピンク 牝5鹿 55 武士沢友治小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 原 達也 450＋ 61：13．3クビ 23．5�
36 � アフリカンブルー �4鹿 56 丸田 恭介杉浦 和也氏 和田 雄二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492－161：13．4	 44．1�
510� ワイルドジーク 牡4栗 56 F．ベリー Him Rock Racing 斎藤 誠 新冠 ハクツ牧場 458－ 91：13．5	 20．8�

（愛）

611 ジギースンナー 牝4青鹿54 勝浦 正樹佐藤 雄司氏 粕谷 昌央 新冠 浜口牧場 458＋ 21：14．99 30．4�
12 ヴェンセール 牡5鹿 57 丸山 元気桐谷 茂氏 中野 栄治 日高 田端牧場 B476＋ 21：16．39 37．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，163，900円 複勝： 56，429，700円 枠連： 26，479，800円
馬連： 102，253，100円 馬単： 56，857，000円 ワイド： 49，639，800円
3連複： 124，157，400円 3連単： 172，435，000円 計： 624，415，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 150円 � 120円 � 150円 枠 連（4－7） 560円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 270円 �� 510円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 6，000円

票 数

単勝票数 計 361639 的中 � 60011（2番人気）
複勝票数 計 564297 的中 � 83056（3番人気）� 160280（1番人気）� 80241（4番人気）
枠連票数 計 264798 的中 （4－7） 36280（2番人気）
馬連票数 計1022531 的中 �� 124049（1番人気）
馬単票数 計 568570 的中 �� 29445（4番人気）
ワイド票数 計 496398 的中 �� 50206（1番人気）�� 22769（5番人気）�� 40439（3番人気）
3連複票数 計1241574 的中 ��� 85965（2番人気）
3連単票数 計1724350 的中 ��� 20828（9番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．2―12．4―12．9―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．6―46．0―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボウマンミル �
�
父 Street Cry �

�
母父 Cherokee Run デビュー 2013．8．17 小倉5着

2010．2．17生 牡5青鹿 母 フ ァ ダ ラ ン 母母 Danseur Fabuleux 11戦2勝 賞金 18，460，000円
［他本会外：2戦1勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴェンセール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年2月4日まで平地競走
に出走できない。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 キョウワメロディー号・タイキマーシャ号・ダイヤハート号・フレンチフェロー号
※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。



00007 1月4日 晴 良 （27中山1）第1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

23 マドリードカフェ 牡4黒鹿56 F．ベリー Him Rock Racing 田村 康仁 日高 チャンピオン
ズファーム 512＋ 41：54．9 6．8�

（愛）

610 ヴィルトグラーフ �5鹿 57 北村 宏司 �シルクレーシング 牧 光二 平取 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 528－ 21：55．21� 14．2�

34 サヴァティアーノ �4黒鹿56 後藤 浩輝 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 514－ 2 〃 ハナ 4．2�
47 ダノンミシガン 牡4芦 56 横山 典弘�ダノックス 久保田貴士 千歳 社台ファーム 492± 01：55．83� 7．2�
35 エピローグブリッジ �5栗 57 C．デムーロ �G1レーシング 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 81：55．9� 4．3	
（仏）

815	 レ イ ア ロ ハ 牡5鹿 57 戸崎 圭太山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 有限会社
吉田ファーム 520± 01：56．22 31．4


58 バスティード 牡4栗 56 三浦 皇成古川 智洋氏 小笠 倫弘 新冠 ムラカミファーム 478± 01：56．3� 13．1�
22 	 ペイシャゴンジセ 牡4鹿 56 江田 照男北所 直人氏 本間 忍 新冠 隆栄牧場 494＋ 61：56．61� 32．8�
11 	 マスソングウインド 牡4黒鹿56 二本柳 壮上田 忠男氏 二本柳俊一 新ひだか 中田 浩美 498＋ 41：56．7� 287．6
713 ドラゴンズタイム 牡4鹿 56 G．ブノワ 窪田 康志氏 高橋 文雅 日高 三城牧場 428± 01：57．02 7．4�

（仏）

814	 サクラアンプルール 牡4栗 56 田辺 裕信�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 462－ 81：57．31� 36．4�
611 アカデミックドレス �4青鹿56 柴山 雄一 �社台レースホース和田正一郎 千歳 社台ファーム 464－ 21：58．15 35．5�
46 バイタルフォルム 牡5黒鹿57 西村 太一髙樽さゆり氏 新開 幸一 浦河 藤春 修二 506＋ 81：58．2クビ 11．6�
59 ウインミラグロス 牡4栗 56 松岡 正海�ウイン 黒岩 陽一 むかわ ヤマイチ牧場 470＋ 41：59．37 133．2�
712	 リネンハイブリット 牡7栗 57 木幡 初広戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 454± 02：01．6大差 337．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 37，209，900円 複勝： 55，565，000円 枠連： 32，430，300円
馬連： 115，547，200円 馬単： 57，116，900円 ワイド： 52，376，800円
3連複： 133，466，400円 3連単： 174，339，000円 計： 658，051，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 220円 � 390円 � 190円 枠 連（2－6） 3，270円

馬 連 �� 3，590円 馬 単 �� 6，150円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 560円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 5，940円 3 連 単 ��� 40，730円

票 数

単勝票数 計 372099 的中 � 43383（3番人気）
複勝票数 計 555650 的中 � 65922（3番人気）� 30942（8番人気）� 88355（2番人気）
枠連票数 計 324303 的中 （2－6） 7684（13番人気）
馬連票数 計1155472 的中 �� 24897（17番人気）
馬単票数 計 571169 的中 �� 6960（28番人気）
ワイド票数 計 523768 的中 �� 11658（16番人気）�� 25023（4番人気）�� 11715（15番人気）
3連複票数 計1334664 的中 ��� 16845（21番人気）
3連単票数 計1743390 的中 ��� 3103（146番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―13．1―13．4―12．7―12．5―12．6―12．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．9―38．0―51．4―1：04．1―1：16．6―1：29．2―1：42．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マドリードカフェ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2013．10．19 東京6着

2011．5．25生 牡4黒鹿 母 ステラマドレード 母母 リキマドレード 13戦2勝 賞金 19，730，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リネンハイブリット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年2月4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。

00008 1月4日 晴 良 （27中山1）第1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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

35 ラヴィアンクレール 牡7黒鹿57 C．デムーロ �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 464＋101：11．6 7．8�
（仏）

48 ヒカリマサムネ 牡5栗 57 北村 宏司�ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 中川牧場 468＋ 4 〃 クビ 21．4�
11 キタサンミカヅキ 牡5鹿 57 武士沢友治�大野商事 古賀 史生 日高 広中 稔 536－ 21：12．02� 2．4�
510 オ リ ア ー ナ 牝5青鹿55 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 日高 豊洋牧場 504＋ 41：12．1� 43．0�
24 � ヒラボクダッシュ 牡6栗 57 内田 博幸�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 460＋ 61：12．31 7．7	
12 ド ナ リ サ 牝7鹿 55 吉田 隼人山田 貢一氏 高木 登 日高 中川 浩典 480＋ 2 〃 アタマ 235．1

36 プ ロ ト コ ル 牡4栗 56 的場 勇人石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 いとう牧場 528＋121：12．51� 22．4�
611 シークレットアーム 牡6鹿 57 丸田 恭介�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 522－ 21：12．6クビ 53．1�
59 サンライズマーチ 牡5鹿 57 戸崎 圭太松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 484± 0 〃 アタマ 6．0
47 ナスケンリュウジン 牡4栗 56

53 ▲石川裕紀人那須 猛氏 鈴木 康弘 新ひだか 桜井牧場 460± 01：12．7� 55．3�
713 ネイティヴコード 牝4鹿 54 江田 照男岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド B508＋ 6 〃 ハナ 8．5�
23 ジョージジョージ 牡5栗 57 後藤 浩輝北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 476＋ 4 〃 クビ 14．2�
816� レッドガルシア 牡6栗 57 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 B512－ 41：12．8� 123．0�
815 ザ ラ ス ト ロ 牡5鹿 57 横山 典弘高橋 一恵氏 武藤 善則 新ひだか 松田牧場 492＋101：12．9クビ 28．2�
612 ノボキャビア 牝4栗 54 三浦 皇成�LS.M 森 秀行 浦河 高昭牧場 466－ 11：13．11� 30．4�
714 ヒカルソラフネ 牡6鹿 57 田中 勝春松本 俊廣氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 498＋ 61：13．73� 206．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，174，600円 複勝： 72，678，700円 枠連： 35，490，300円
馬連： 136，136，600円 馬単： 69，844，500円 ワイド： 65，285，800円
3連複： 163，681，300円 3連単： 229，313，700円 計： 820，605，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 240円 � 420円 � 130円 枠 連（3－4） 4，630円

馬 連 �� 7，010円 馬 単 �� 13，930円

ワ イ ド �� 1，970円 �� 440円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 6，140円 3 連 単 ��� 52，210円

票 数

単勝票数 計 481746 的中 � 49394（4番人気）
複勝票数 計 726787 的中 � 67882（5番人気）� 32767（7番人気）� 196887（1番人気）
枠連票数 計 354903 的中 （3－4） 5929（18番人気）
馬連票数 計1361366 的中 �� 15047（22番人気）
馬単票数 計 698445 的中 �� 3759（47番人気）
ワイド票数 計 652858 的中 �� 8011（23番人気）�� 41806（2番人気）�� 16053（9番人気）
3連複票数 計1636813 的中 ��� 19986（14番人気）
3連単票数 計2293137 的中 ��� 3184（147番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．8―12．6―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．4―47．0―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラヴィアンクレール �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 End Sweep デビュー 2010．8．28 札幌10着

2008．1．25生 牡7黒鹿 母 ダークエンディング 母母 Dark Champagne 23戦4勝 賞金 70，430，000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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 コーリンギデオン号
（非抽選馬） 2頭 サンセルマン号・タニセンジャッキー号
※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。



00009 1月4日 晴 良 （27中山1）第1日 第9競走 ��
��1，800�

は つ ひ で

初 日 の 出 賞
発走14時15分 （ダート・右）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

47 ベルゲンクライ 牡5芦 57 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 B480＋ 21：53．6 57．5�

11 サウンドトゥルー �5栗 57 大野 拓弥山田 弘氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 4 〃 クビ 9．9�
59 フジマサエンペラー 牡6黒鹿57 横山 典弘藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 506＋ 21：53．91	 6．4�
48 シュガーヒル 牡6芦 57 後藤 浩輝金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 496＋ 81：54．21	 22．0�
510 トミケンユークアイ �6黒鹿57 蛯名 正義冨樫 賢二氏 和田 正道 浦河 バンブー牧場 494＋10 〃 クビ 34．1�
713 ゴールドシェンロン 牡4栗 56 柴田 大知田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 小倉 光博 460＋ 81：54．3クビ 24．2	
612
 エビスグレイト 牡5黒鹿57 C．デムーロ 加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 498＋ 6 〃 クビ 3．0


（仏）

611 ハイパーチャージ �5鹿 57 三浦 皇成池谷 誠一氏 萩原 清 新ひだか グランド牧場 502＋181：54．4クビ 10．0�
23 ローレルアルトス 牡5黒鹿57 吉田 隼人 �ローレルレーシング 武井 亮 青森 ワールドファーム 488± 01：54．61� 246．9�
24 ロードフォワード 牡4青鹿56 戸崎 圭太 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 448± 01：54．7� 4．5
714 トリニティチャーチ �7鹿 57 丸山 元気 �サンデーレーシング 本間 忍 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510＋ 6 〃 ハナ 23．3�
36 ベルプラージュ 牝4黒鹿54 勝浦 正樹 �キャロットファーム 尾形 充弘 安平 追分ファーム 452＋121：54．8クビ 38．9�
12 コクリュウノマイ �4青鹿56 丸田 恭介髙樽さゆり氏 栗田 徹 浦河 山本牧場 B492＋18 〃 ハナ 109．6�
815 プラントハンター 牡5黒鹿57 内田 博幸吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 468± 0 〃 クビ 45．4�
816 エアラギオール 牡7黒鹿57 F．ベリー �ラッキーフィールド新開 幸一 千歳 社台ファーム 502± 01：55．54 9．9�

（愛）

35 タケルハヤテ 牡7鹿 57 G．ブノワ 森 保彦氏 池上 昌弘 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム B464－ 61：56．13� 77．6�

（仏）

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，425，200円 複勝： 91，808，300円 枠連： 45，562，300円
馬連： 194，178，700円 馬単： 85，009，900円 ワイド： 80，647，300円
3連複： 226，807，100円 3連単： 301，291，600円 計： 1，077，730，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，750円 複 勝 � 1，320円 � 300円 � 290円 枠 連（1－4） 5，630円

馬 連 �� 30，340円 馬 単 �� 67，460円

ワ イ ド �� 6，730円 �� 6，300円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 68，980円 3 連 単 ��� 618，800円

票 数

単勝票数 計 524252 的中 � 7287（13番人気）
複勝票数 計 918083 的中 � 15603（13番人気）� 86361（4番人気）� 89054（3番人気）
枠連票数 計 455623 的中 （1－4） 6265（23番人気）
馬連票数 計1941787 的中 �� 4959（65番人気）
馬単票数 計 850099 的中 �� 945（139番人気）
ワイド票数 計 806473 的中 �� 3049（65番人気）�� 3262（60番人気）�� 14068（14番人気）
3連複票数 計2268071 的中 ��� 2466（162番人気）
3連単票数 計3012916 的中 ��� 353（1216番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―13．0―13．2―12．8―12．6―12．5―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―37．5―50．7―1：03．5―1：16．1―1：28．6―1：40．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F37．5
1
3

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

勝馬の
紹 介

ベルゲンクライ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Balleroy デビュー 2012．12．16 中山6着

2010．4．21生 牡5芦 母 フ ェ ス ト ネ 母母 Tokyo Girl 32戦3勝 賞金 36，098，000円
〔制裁〕 ベルゲンクライ号の騎手吉田豊は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）

ベルゲンクライ号の騎手吉田豊は，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。

00010 1月4日 晴 良 （27中山1）第1日 第10競走 ��
��1，600�ジュニアカップ

発走14時50分 （芝・右・外）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金1，200万円毎1�
増

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

33 ナイトフォックス 牡3鹿 56 北村 宏司石瀬 浩三氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466± 01：34．9 2．5�

44 エ イ ム ハ イ 牡3鹿 56 戸崎 圭太前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 478＋ 2 〃 アタマ 5．2�

88 ヤングマンパワー 牡3黒鹿56 松岡 正海星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 520－ 4 〃 ハナ 5．8�
66 マ リ オ ー ロ 牡3鹿 56 田辺 裕信菊地 剛氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 480＋ 21：35．0クビ 3．2�
89 ノーブルヴィーナス 牝3黒鹿54 横山 典弘吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 服部 牧場 434± 01：35．21� 18．8�
22 ルグランパントル 牡3鹿 56 蛯名 正義 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 41：35．3	 17．0	
11 ココロノママニ 牝3黒鹿54 津村 明秀
ミルファーム 高市 圭二 新ひだか 泊 寿幸 426－ 6 〃 クビ 64．3�
77 マイネルグルマン 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 洞
湖 レイクヴィラファーム 488－ 21：35．4	 18．3�
55 ラ ミ ー ロ 牡3栗 56 丸田 恭介門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか 原口牧場 448－ 41：35．71	 102．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 64，137，500円 複勝： 60，751，800円 枠連： 28，087，100円
馬連： 159，564，700円 馬単： 96，667，100円 ワイド： 55，812，700円
3連複： 160，709，800円 3連単： 419，337，200円 計： 1，045，067，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 160円 � 160円 枠 連（3－4） 740円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 280円 �� 270円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，050円 3 連 単 ��� 4，220円

票 数

単勝票数 計 641375 的中 � 200359（1番人気）
複勝票数 計 607518 的中 � 175321（1番人気）� 83861（3番人気）� 81345（4番人気）
枠連票数 計 280871 的中 （3－4） 29295（4番人気）
馬連票数 計1595647 的中 �� 166167（2番人気）
馬単票数 計 966671 的中 �� 53502（4番人気）
ワイド票数 計 558127 的中 �� 52422（3番人気）�� 55266（2番人気）�� 27540（6番人気）
3連複票数 計1607098 的中 ��� 113892（3番人気）
3連単票数 計4193372 的中 ��� 72009（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．0―35．5―47．9―1：00．3―1：12．1―1：23．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F34．6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナイトフォックス �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．7．13 福島3着

2012．1．29生 牡3鹿 母 アドマイヤシズカ 母母 ビワパシフィカス 4戦2勝 賞金 28，031，000円

２レース目



00011 1月4日 晴 良 （27中山1）第1日 第11競走 ��
��2，000�第64回日刊スポーツ賞中山金杯（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・右）
4歳以上，26．1．5以降26．12．28まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

日刊スポーツ新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 693，000円 198，000円 99，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．0
1：56．1

良
良

12 ラブリーデイ 牡5黒鹿57 F．ベリー 金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 482－ 21：57．8レコード 6．1�

（愛）

24 ロ ゴ タ イ プ 牡5黒鹿58 C．デムーロ 吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 502＋ 61：58．01� 4．4�
（仏）

35 デウスウルト �7黒鹿55 川田 将雅吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 468－ 21：58．1	 7．5�
817 パッションダンス 牡7鹿 56 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 514－ 41：58．31� 94．4�
48 アイスフォーリス 牝6芦 53 三浦 皇成 �サンデーレーシング 相沢 郁 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 474± 01：58．4	 41．4	
510 マイネルフロスト 牡4芦 56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 競優牧場 484－ 21：58．5クビ 21．2

36 
 ヒ ュ ウ マ 牡5鹿 54 石橋 脩林 正道氏 斎藤 誠 米 Aaron Sones 500＋ 21：58．82 109．1�
47 メイショウナルト �7鹿 57．5 田辺 裕信松本 好雄氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 452－ 2 〃 ハナ 21．7�
23 ナカヤマナイト 牡7栗 57 柴田 善臣和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 498＋ 41：58．9クビ 17．0
611 ペ ル ー サ 牡8栗 56 G．ブノワ 山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 530＋141：59．0� 62．8�

（仏）

612 クランモンタナ 牡6芦 55 戸崎 圭太 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム B486－ 4 〃 クビ 15．9�
816
 アンコイルド 牡6鹿 56 勝浦 正樹�大樹ファーム 矢作 芳人 仏 S. F. Blood-

stock LLC 500＋ 61：59．21� 84．5�
713 ケイアイエレガント 牝6黒鹿54 吉田 豊亀田 和弘氏 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 B526＋ 4 〃 アタマ 123．2�
714 ラブイズブーシェ 牡6黒鹿57．5 古川 吉洋小林 祥晃氏 村山 明 浦河 小池 博幸 460＋ 8 〃 クビ 5．5�
11 マイネルミラノ 牡5栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム B484± 01：59．51	 5．2�
815 バッドボーイ 牡5鹿 54 横山 典弘畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 510－ 61：59．81	 62．8�
59 ユールシンギング 牡5鹿 57 北村 宏司 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム 544＋ 61：59．9	 22．0�

（17頭）

売 得 金
単勝： 222，752，500円 複勝： 282，675，800円 枠連： 304，761，400円
馬連： 1，282，656，900円 馬単： 441，924，800円 ワイド： 340，949，300円
3連複： 1，458，010，600円 3連単： 2，381，073，600円 計： 6，714，804，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 200円 � 170円 � 220円 枠 連（1－2） 590円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 2，880円

ワ イ ド �� 570円 �� 770円 �� 760円

3 連 複 ��� 3，630円 3 連 単 ��� 16，690円

票 数

単勝票数 計2227525 的中 � 291075（4番人気）
複勝票数 計2826758 的中 � 352446（4番人気）� 461622（1番人気）� 308043（5番人気）
枠連票数 計3047614 的中 （1－2） 400273（1番人気）
馬連票数 計12826569 的中 �� 682842（3番人気）
馬単票数 計4419248 的中 �� 114729（5番人気）
ワイド票数 計3409493 的中 �� 157370（1番人気）�� 112745（9番人気）�� 113786（7番人気）
3連複票数 計14580106 的中 ��� 301199（7番人気）
3連単票数 計23810736 的中 ��� 103430（25番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―12．5―11．5―12．3―12．0―11．6―11．5―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．1―35．6―47．1―59．4―1：11．4―1：23．0―1：34．5―1：45．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．4―3F34．8
1
3
1，6（7，13）（2，4）17，10－12－5（8，16）15（3，14）9，11
1，6（7，4，13）（2，17，10）－12，5（8，16，14）（3，15）9，11

2
4
1，6，7，13（2，4）17，10－12，5（8，16）（3，15）14（11，9）
1，6，4（7，2，13）（17，10）5，12（8，16，14）（3，15）9，11

勝馬の
紹 介

ラブリーデイ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2012．8．19 小倉1着

2010．1．30生 牡5黒鹿 母 ポップコーンジャズ 母母 グレイスルーマー 18戦4勝 賞金 173，476，000円
〔制裁〕 アイスフォーリス号の騎手三浦皇成は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番・16番・14

番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 9頭 アルフレード号・アロマカフェ号・イッシンドウタイ号・サトノシュレン号・スズカヴァンガード号・

ステラウインド号・タイムズアロー号・フェスティヴタロー号・マーチャンテイマー号
※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。

00012 1月4日 晴 良 （27中山1）第1日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走16時00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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

11 マイネルアウラート 牡4黒鹿56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 458＋ 41：35．2 3．3�

24 ゴットフリート 牡5栗 57 田辺 裕信 �キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 484＋ 61：35．41� 5．3�
816 コスモミレネール 牝6鹿 55

52 ▲石川裕紀人 �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 460＋ 21：35．5	 11．6�
23 オオタニジムチョウ 牡6黒鹿 57

54 ▲長岡 禎仁國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーフレンズファーム 464＋ 2 〃 クビ 121．1�
48 カフェリュウジン 牡5鹿 57 石橋 脩西川 恭子氏 和田 雄二 新ひだか 三石橋本牧場 532± 01：35．6クビ 9．2	
713 カ ケ ダ シ 牡5鹿 57 木幡 初広山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 520＋ 6 〃 ハナ 156．8

36 レッドマニッシュ 牝5黒鹿55 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 502＋ 2 〃 クビ 7．6�
35 エ ネ ア ド 牡6鹿 57 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 444＋ 6 〃 アタマ 19．8�
510
 レッドシャンクス �6鹿 57 G．ブノワ �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 愛 Robert Power

Bloodstock Ltd 484＋ 4 〃 ハナ 5．1
（仏）

12 トーセンジャステス 牡5鹿 57 戸崎 圭太島川 �哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム 556＋ 61：35．7クビ 14．3�
611� シーギリヤガール 牝5栗 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 日高 新生ファーム 456± 01：35．8 68．4�
47 � クリノハッチャン 牝4鹿 54

51 ▲伴 啓太栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 462－ 21：35．9 77．0�
815 カグニザント �7黒鹿57 内田 博幸 �社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム 476＋ 4 〃 ハナ 68．5�
612 コスモトゥルーラヴ 牡6鹿 57 F．ベリー �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 日高 戸川牧場 500－ 8 〃 クビ 21．7�

（愛）

59 � エメラルスピード 牡7栗 57 北村 宏司高橋 勉氏 勢司 和浩 浦河 中村 雅明 484－ 61：36．11� 50．0�
714 ローレルソラン 牡7鹿 57 吉田 隼人 �ローレルレーシング 奥平 雅士 新冠 樋渡 信義 466± 01：36．2 182．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 65，533，400円 複勝： 90，151，900円 枠連： 57，635，900円
馬連： 223，208，200円 馬単： 97，835，500円 ワイド： 88，362，800円
3連複： 270，791，400円 3連単： 414，186，300円 計： 1，307，705，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 190円 � 270円 枠 連（1－2） 860円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 440円 �� 630円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 3，260円 3 連 単 ��� 11，910円

票 数

単勝票数 計 655334 的中 � 156287（1番人気）
複勝票数 計 901519 的中 � 208311（1番人気）� 113643（3番人気）� 69315（6番人気）
枠連票数 計 576359 的中 （1－2） 51717（3番人気）
馬連票数 計2232082 的中 �� 169095（1番人気）
馬単票数 計 978355 的中 �� 40016（1番人気）
ワイド票数 計 883628 的中 �� 54529（2番人気）�� 35818（5番人気）�� 17289（16番人気）
3連複票数 計2707914 的中 ��� 62242（6番人気）
3連単票数 計4141863 的中 ��� 25202（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．3―36．4―48．7―1：00．9―1：12．5―1：23．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F34．3

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

勝馬の
紹 介

マイネルアウラート �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2013．9．17 中山1着

2011．3．6生 牡4黒鹿 母 マイネシャンゼリゼ 母母 セーヌフロウ 14戦3勝 賞金 39，890，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※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



（27中山1）第1日 1月4日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 174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

262，970，000円
6，460，000円
1，860，000円
24，280，000円
70，636，000円
4，813，000円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
673，413，600円
981，342，000円
634，774，100円
2，618，452，300円
1，152，615，700円
929，286，700円
3，029，708，400円
4，871，262，400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 14，890，855，200円

総入場人員 47，079名 （有料入場人員 44，105名）
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