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00073 1月18日 晴 稍重 （27中山1）第7日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時00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

816 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 500－ 41：13．5 4．1�
48 ラミアカーサ 牝3栗 54

51 ▲長岡 禎仁藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 株式会社
ノースヒルズ 424－ 81：13．82 16．9�

47 ト エ ハ タ エ 牝3黒鹿54 横山 和生梶原 哲朗氏 奥村 武 新ひだか 前田 宗将 456－ 4 〃 ハナ 7．5�
35 アンジュデトワール 牝3鹿 54 柴山 雄一 �シルクレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 446－ 61：14．0� 4．8�
36 スリルオブジョイ 牝3鹿 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 天間 昭一 むかわ 上水牧場 492－ 41：14．42� 34．8�
611 ロゼスピリッツ 牝3栗 54 大庭 和弥髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 446＋ 41：14．61� 153．5	
59 エスティサプライズ 牝3栗 54 松岡 正海 �エスティファーム 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 424－ 2 〃 クビ 118．1

815 シャイニーメドー 牝3青鹿54 江田 照男小林 昌志氏 的場 均 平取 雅 牧場 466＋ 21：14．7クビ 105．2�
11 ポッドフィズ 牝3鹿 54 三浦 皇成小川眞査雄氏 畠山 吉宏 日高 シンボリ牧場 456－ 21：14．91� 2．9�
612 テンプルオブラブ 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 436＋ 61：15．0� 363．7
510 スイートアリッサム 牝3黒鹿54 丸田 恭介スリースターズレーシング 大和田 成 新ひだか グランド牧場 450＋ 41：15．53 34．5�
24 ポンテアンジェロ 牝3栗 54 柴田 大知冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 見上牧場 470＋161：15．71� 9．3�
714 ショッキングカラー 牝3黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 432± 01：16．23 199．8�
713 ラ ブ キ ッ ス 牝3黒鹿54 菱田 裕二石橋 和夫氏 鈴木 伸尋 新ひだか 千代田牧場 B436－ 41：16．3� 185．5�
23 メルヴェイユ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田島 俊明 新ひだか 松田牧場 404－101：18．0大差 229．7�
12 ト リ ル ビ ー 牝3鹿 54 田辺 裕信髙樽さゆり氏 牧 光二 新冠 武田 修一 456＋ 4 〃 クビ 15．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，687，600円 複勝： 35，755，100円 枠連： 16，150，900円
馬連： 60，153，700円 馬単： 36，717，900円 ワイド： 30，388，100円
3連複： 79，314，200円 3連単： 114，865，700円 計： 396，033，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 390円 � 240円 枠 連（4－8） 1，140円

馬 連 �� 3，050円 馬 単 �� 5，330円

ワ イ ド �� 930円 �� 750円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 9，860円 3 連 単 ��� 51，780円

票 数

単勝票数 計 226876 的中 � 44247（2番人気）
複勝票数 計 357551 的中 � 59805（3番人気）� 20168（6番人気）� 38447（4番人気）
枠連票数 計 161509 的中 （4－8） 10972（6番人気）
馬連票数 計 601537 的中 �� 15281（13番人気）
馬単票数 計 367179 的中 �� 5158（21番人気）
ワイド票数 計 303881 的中 �� 8441（12番人気）�� 10656（9番人気）�� 5246（18番人気）
3連複票数 計 793142 的中 ��� 6032（31番人気）
3連単票数 計1148657 的中 ��� 1608（155番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．8―12．8―12．7―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．5―47．3―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジュエルアラモード �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Tabasco Cat デビュー 2014．8．23 新潟11着

2012．3．24生 牝3栗 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 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔その他〕 トリルビー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メルヴェイユ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年2月18日まで平地競走

に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 トリルビー号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年2月18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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 カンタベリーキッズ号・フラッグシップ号・マリンブルー号

00074 1月18日 晴 稍重 （27中山1）第7日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時30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

36 トーセンスパンキー 牡3栗 56 小野寺祐太島川 �哉氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム 516－ 41：57．0 10．5�
48 カズノテナンゴ 牡3栗 56 吉田 豊鈴木 可一氏 尾形 充弘 新ひだか 矢野牧場 478＋ 61：57．1� 2．2�
611 デストリーライズ 牡3鹿 56 三浦 皇成広尾レース� 鹿戸 雄一 新ひだか 木村 秀則 496＋ 21：57．84 7．8�
24 ジョッセルフェルト 牡3鹿 56 柴山 雄一 �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 496± 01：58．86 17．1	
815 レ ベ ニ ュ ー 牡3黒鹿56 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 476± 0 〃 クビ 5．0

35 ウインオリファン 牡3栗 56 内田 博幸�ウイン 上原 博之 日高 千葉飯田牧場 468－ 41：58．9クビ 6．3�
12 エイワカンベエ 牡3黒鹿56 田辺 裕信永井公太郎氏 菊川 正達 浦河 ミルファーム 472－102：00．39 51．2�
612 バリュープラン 牡3鹿 56 横山 和生島田 久氏 小野 次郎 浦河 アイオイファーム 464＋ 42：00．51� 40．2
23 レアルイモン 牡3栗 56 二本柳 壮井門 昭二氏 松永 康利 日高 坂 牧場 502＋ 42：02．110 34．5�
816 ノ ア ロ ッ ク 牡3鹿 56 F．ベリー 佐山 公男氏 水野 貴広 平取 原田 新治 460－182：02．2� 109．9�

（愛）

510 デピュートアゲン 牡3鹿 56
53 ▲長岡 禎仁浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三木田 明仁 488＋102：02．3クビ 284．3�

59 カ ラ ッ カ ゼ 牡3鹿 56
53 ▲石川裕紀人星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B444－ 22：02．4� 19．3�

714 マジックボックス 牡3青鹿56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新冠 松浦牧場 530＋ 22：02．61� 270．3�
713 ファインサム 牡3鹿 56 武士沢友治宮崎 金造氏 小桧山 悟 新冠 競優牧場 462＋102：02．7クビ 354．0�
11 ベルウッドツルギ 牡3鹿 56 江田 照男鈴木 照雄氏 武市 康男 日高 メイプルファーム 450＋ 42：04．310 78．5�
47 カシノエキスプレス 牡3栗 56 黛 弘人柏木 務氏 蛯名 利弘 浦河 村下 清志 B456＋102：05．47 176．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，447，800円 複勝： 35，853，800円 枠連： 17，572，500円
馬連： 63，600，200円 馬単： 35，390，800円 ワイド： 30，618，600円
3連複： 75，135，800円 3連単： 104，526，800円 計： 388，146，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 180円 � 110円 � 190円 枠 連（3－4） 450円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 2，430円

ワ イ ド �� 310円 �� 730円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 9，560円

票 数

単勝票数 計 254478 的中 � 19357（5番人気）
複勝票数 計 358538 的中 � 42728（3番人気）� 112601（1番人気）� 38307（4番人気）
枠連票数 計 175725 的中 （3－4） 29769（1番人気）
馬連票数 計 636002 的中 �� 49449（4番人気）
馬単票数 計 353908 的中 �� 10920（8番人気）
ワイド票数 計 306186 的中 �� 26742（3番人気）�� 9482（11番人気）�� 27062（2番人気）
3連複票数 計 751358 的中 ��� 36107（3番人気）
3連単票数 計1045268 的中 ��� 7919（23番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―13．1―13．8―13．0―12．5―12．9―13．5―14．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―36．9―50．7―1：03．7―1：16．2―1：29．1―1：42．6

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

トーセンスパンキー �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2014．11．29 東京5着

2012．2．5生 牡3栗 母 バースデイローズ 母母 エリザベスローズ 3戦1勝 賞金 6，450，000円
〔制裁〕 トーセンスパンキー号の騎手小野寺祐太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レアルイモン号・ノアロック号・デピュートアゲン号・カラッカゼ号・マジックボックス号・

ファインサム号・ベルウッドツルギ号・カシノエキスプレス号は，「タイムオーバーによる出走制限」
のため，平成27年2月18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） 1頭 コスモノビリス号
（非抽選馬） 1頭 ピースワンポイント号
※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７日



00075 1月18日 晴 稍重 （27中山1）第7日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時00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

815 タケルラグーン 牡3鹿 56 戸崎 圭太森 保彦氏 池上 昌弘 平取 びらとり牧場 456－ 41：13．0 8．9�
36 キョウエイプライド 牡3黒鹿56 田中 勝春田中 晴夫氏 伊藤 伸一 日高 春木 昭雄 502＋ 21：13．31� 8．9�
816 コンドルヒデオ 牡3鹿 56 三浦 皇成 Him Rock Racing 田村 康仁 浦河 小島牧場 488＋ 6 〃 アタマ 3．6�
11 ランバイワイルド 牡3鹿 56 江田 照男佐藤 力治氏 池上 昌弘 青森 ワールドファーム 438－ 41：13．62 154．3�
47 ラブミラーボード 牝3芦 54 大野 拓弥増田 陽一氏 星野 忍 新冠 武田 修一 418＋ 41：13．92 125．9�
35 ディーエスレイザー 牡3青鹿56 横山 典弘秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 496＋ 8 〃 アタマ 8．4�
713 コウギョウゴールド 牡3栗 56 柴田 大知菊地 捷士氏 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 510－ 81：14．21� 3．4	
611 サンチュータ 牡3黒鹿56 松岡 正海加藤 信之氏 小野 次郎 日高 賀張中川牧場 478＋161：14．41� 16．5

12 レースノワエ 牡3鹿 56 横山 和生 �ローレルレーシング 大和田 成 新冠 長浜牧場 468＋ 41：14．5クビ 63．8�
714 ペイシャンスイット 牡3青鹿56 柴山 雄一北所 直人氏 高市 圭二 えりも 上島牧場 458＋ 61：14．82 234．0
48 ガ ル ー ダ 牡3鹿 56 石橋 脩石川 達絵氏 小島 太 千歳 社台ファーム 444＋ 61：15．54 13．9�
23 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 488－ 81：15．6� 8．3�
612 パ ル ミ エ 牝3黒鹿54 後藤 浩輝井上 修一氏 浅野洋一郎 新ひだか 元茂牧場 444± 01：15．8� 24．1�
24 パ シ ナ 牝3鹿 54 武士沢友治浅田 次郎氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 454－ 81：16．97 343．5�
59 ユメガアナタニ 牝3栗 54 菱田 裕二小田切有一氏 黒岩 陽一 浦河 木村牧場 468＋ 21：18．17 228．7�
510 カシマデンコウ 牡3黒鹿 56

53 ▲石川裕紀人松浦 一久氏 手塚 貴久 浦河 信成牧場 B426－ 21：18．31� 161．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，709，600円 複勝： 40，840，000円 枠連： 21，426，900円
馬連： 68，173，300円 馬単： 37，888，000円 ワイド： 34，396，500円
3連複： 83，721，300円 3連単： 111，161，300円 計： 424，316，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 320円 � 290円 � 170円 枠 連（3－8） 580円

馬 連 �� 4，300円 馬 単 �� 10，260円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 560円 �� 820円

3 連 複 ��� 5，290円 3 連 単 ��� 48，660円

票 数

単勝票数 計 267096 的中 � 23748（6番人気）
複勝票数 計 408400 的中 � 28757（7番人気）� 33143（5番人気）� 77105（2番人気）
枠連票数 計 214269 的中 （3－8） 28150（2番人気）
馬連票数 計 681733 的中 �� 12260（18番人気）
馬単票数 計 378880 的中 �� 2768（42番人気）
ワイド票数 計 343965 的中 �� 7067（16番人気）�� 16370（3番人気）�� 10705（11番人気）
3連複票数 計 837213 的中 ��� 11860（18番人気）
3連単票数 計1111613 的中 ��� 1656（177番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．5―12．8―12．8―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―34．0―46．8―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タケルラグーン �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2014．8．2 新潟5着

2012．3．3生 牡3鹿 母 マルカサファイヤ 母母 マルカコマチ 5戦1勝 賞金 6，450，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユメガアナタニ号・カシマデンコウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年2月

18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 オーサムレディ号・ジャイアントアイ号

00076 1月18日 晴 稍重 （27中山1）第7日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時30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

612 コスモアルマク 牡3青鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 484－ 21：57．6 10．7�
816 マカワオクイーン 牝3栗 54 後藤 浩輝金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 日高 日高大洋牧場 468－ 61：57．7� 18．2�
815 エリオットベイ 牡3栗 56 柴山 雄一 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 508－ 21：57．91� 5．0�
47 ナモンブライアン 牡3青 56 吉田 豊�南原商事 本間 忍 日高 本間牧場 500＋ 2 〃 クビ 170．0�
12 ブ リ ア ン ナ 牝3鹿 54 蛯名 正義中辻 明氏 武井 亮 浦河 岡部牧場 478＋ 41：58．32	 21．7	
48 ダ イ チ 牡3青鹿56 内田 博幸田畑 利彦氏 石毛 善彦 新冠 田渕牧場 494－ 21：59．04 35．5

24 スループオブウォー 牡3栗 56 F．ベリー �G1レーシング 伊藤 大士 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 41：59．53 3．0�
（愛）

714 ジャジャンケン 牡3黒鹿56 松岡 正海スリースターズレーシング 松永 康利 新ひだか 神垣 道弘 496± 02：00．03 24．7�
611 ジュンカイトー 牡3栗 56 江田 照男河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 486－102：00．1� 260．7
23 ヒロノドラム 牡3黒鹿56 田辺 裕信田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 元茂牧場 478± 02：01．710 23．3�
510 レオロフティー 牡3鹿 56 横山 和生�レオ 小野 次郎 新冠 川島牧場 478＋ 22：01．91 48．9�
11 ファニーガール 牝3栗 54 的場 勇人水谷八重子氏 柴田 政人 日高 白井牧場 442＋ 2 〃 アタマ 506．5�
35 シュンクルーズ 牡3黒鹿 56

53 ▲長岡 禎仁村田 滋氏 畠山 重則 新冠 パカパカ
ファーム 458＋362：02．1� 327．8�

59 ラブオーディーン 牡3鹿 56 戸崎 圭太 M・
Kenichiホールディング� 池上 昌弘 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 496－ 22：02．95 2．6�
36 パイレーツナイト 牡3芦 56 大野 拓弥 �スピードファーム和田正一郎 新ひだか 岡田 猛 B472－ 22：03．96 208．6�
713 フジサンブル 牡3鹿 56 二本柳 壮藤田 秀行氏 武市 康男 日高 門別 敏朗 B470－142：04．64 219．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，542，100円 複勝： 39，214，800円 枠連： 18，763，200円
馬連： 68，512，600円 馬単： 40，975，900円 ワイド： 32，835，000円
3連複： 84，148，800円 3連単： 134，334，900円 計： 446，327，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 300円 � 440円 � 200円 枠 連（6－8） 2，300円

馬 連 �� 9，580円 馬 単 �� 16，960円

ワ イ ド �� 2，290円 �� 990円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 14，270円 3 連 単 ��� 96，520円

票 数

単勝票数 計 275421 的中 � 20531（4番人気）
複勝票数 計 392148 的中 � 32819（4番人気）� 20272（5番人気）� 60604（3番人気）
枠連票数 計 187632 的中 （6－8） 6308（8番人気）
馬連票数 計 685126 的中 �� 5538（24番人気）
馬単票数 計 409759 的中 �� 1812（43番人気）
ワイド票数 計 328350 的中 �� 3595（22番人気）�� 8661（10番人気）�� 7924（11番人気）
3連複票数 計 841488 的中 ��� 4422（39番人気）
3連単票数 計1343349 的中 ��� 1009（239番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―12．9―13．4―12．0―12．8―13．7―14．8―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―37．0―50．4―1：02．4―1：15．2―1：28．9―1：43．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F55．2―3F42．4
1
3

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

勝馬の
紹 介

コスモアルマク �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 タマモクロス デビュー 2014．7．20 函館2着

2012．3．31生 牡3青鹿 母 コスモキララ 母母 ローズオブダイヤ 6戦1勝 賞金 8，550，000円
〔制裁〕 ラブオーディーン号の騎手戸崎圭太は，2コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）

ラブオーディーン号の騎手戸崎圭太は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番・16番・4番・7番）
〔調教再審査〕 ラブオーディーン号は，2コーナーおよび4コーナーで外側に逃避したことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラブオーディーン号・パイレーツナイト号・フジサンブル号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，平成27年2月18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） 1頭 キタサングットマン号
（非抽選馬） 1頭 ダイワガーランド号
※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。



00077 1月18日 晴 良 （27中山1）第7日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時20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

11 � ウィズレヴェランス 牡3黒鹿56 F．ベリー �シルクレーシング 堀 宣行 米 Sierra Farm 492 ―1：38．1 1．6�
（愛）

12 フレンチヴォーグ 牝3鹿 54 G．ブノワ 志村 幸彦氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 430 ― 〃 クビ 23．1�
（仏）

47 ガ ニ メ ー ド 牡3鹿 56 後藤 浩輝 H.H．シェイク・モハメド 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 526 ―1：38．41� 9．8�

48 タイキパラドックス 牡3栗 56 川田 将雅�大樹ファーム 大竹 正博 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 440 ―1：38．61	 7．5�

611 スターファセット 牝3鹿 54 石橋 脩吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 456 ― 〃 クビ 31．5�
816 コールドフューズ 牡3青鹿56 田辺 裕信保坂 和孝氏 斎藤 誠 浦河 荻伏服部牧場 470 ―1：38．7
 18．1	
36 マサノミストレス 牝3鹿 54 吉田 豊中村 時子氏 小島 茂之 浦河 笠松牧場 394 ―1：38．8
 57．6

35 サンバクスター 牡3栗 56 村田 一誠加藤 信之氏 奥村 武 新ひだか 聖心台牧場 454 ―1：39．01	 44．5�
24 バトルシュプリーズ 牝3黒鹿54 丸田 恭介宮川 秋信氏 尾形 和幸 新ひだか 沖田 忠幸 428 ― 〃 クビ 99．6�
59 タカラフェニックス 牝3黒鹿 54

51 ▲長岡 禎仁村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 420 ―1：39．1
 32．4
23 バトルサクヤコ 牝3黒鹿54 大庭 和弥宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 西村 和夫 468 ―1：39．63 148．7�
612 カガヤクアイロ 牝3鹿 54 武士沢友治 �丸幸小林牧場 清水 英克 浦河 地興牧場 440 ― 〃 アタマ 79．6�
713 グラスドレッシー 牝3芦 54 横山 和生半沢� 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 506 ―1：39．81	 125．3�
510 キールインペリアル 牝3芦 54 大野 拓弥�下河辺牧場 高橋 裕 日高 下河辺牧場 440 ―1：40．01	 51．2�
714 クライムパトラ 牝3栗 54 嘉藤 貴行鈴木 重男氏 南田美知雄 青森 一山育成牧場 410 ―1：41．17 219．8�
815 シベリアンアポジー 牡3栗 56 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 518 ―1：41．73
 7．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，748，000円 複勝： 46，995，000円 枠連： 24，778，700円
馬連： 58，667，100円 馬単： 42，308，500円 ワイド： 28，156，400円
3連複： 64，716，600円 3連単： 118，559，200円 計： 412，929，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 340円 � 210円 枠 連（1－1） 1，430円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 580円 �� 350円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 2，770円 3 連 単 ��� 8，860円

票 数

単勝票数 計 287480 的中 � 143469（1番人気）
複勝票数 計 469950 的中 � 260395（1番人気）� 16001（6番人気）� 32080（4番人気）
枠連票数 計 247787 的中 （1－1） 13400（4番人気）
馬連票数 計 586671 的中 �� 32254（5番人気）
馬単票数 計 423085 的中 �� 19286（5番人気）
ワイド票数 計 281564 的中 �� 12223（4番人気）�� 22892（3番人気）�� 4084（18番人気）
3連複票数 計 647166 的中 ��� 17506（6番人気）
3連単票数 計1185592 的中 ��� 9696（16番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．1―13．0―13．2―12．3―11．6―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．4―36．5―49．5―1：02．7―1：15．0―1：26．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．6―3F35．4

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

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

�ウィズレヴェランス �
�
父 Henrythenavigator �

�
母父 Shinko Forest 初出走

2012．3．17生 牡3黒鹿 母 Glorificamus 母母 Carabine 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 シベリアンアポジー号は，枠内駐立不良〔坐る〕。

マサノミストレス号は，発進不良〔出遅れ〕。
※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 エイブルボス号・エクレール号・コスモバカンス号・スズヨサムソン号・スリーライオンズ号・

ダイワスキャンプ号・テイケイパステル号・パラダイスガーデン号・ベッラフィグラ号・ミッキージョイ号・
メイローゼズ号・リコリアーノ号・レッドディザーブ号

※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。

00078 1月18日 晴 稍重 （27中山1）第7日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走12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
1：08．7
1：08．7

重
重

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 526－ 41：12．6 1．6�
24 ドラゴンビューティ 牡5鹿 57 武士沢友治 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 516± 0 〃 クビ 13．5�
612 シゲルホウオウザ 牡5鹿 57 後藤 浩輝森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 加藤牧場 458＋ 41：12．7クビ 26．7�
59 カウンターハッセキ 牡4鹿 56 横山 和生井上 一郎氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 B458＋ 2 〃 アタマ 27．8�
816� ジャズコンボ 牡4栗 56 内田 博幸礒川 正明氏 松永 康利 新冠 平山牧場 450－ 21：12．8� 64．7�
510 ミラクルピッチ 牝6黒鹿55 吉田 豊松尾 正氏 小西 一男 新ひだか 土居 忠吉 464＋121：13．22� 52．8	
611 セトノブロッサム 牝5黒鹿55 柴山 雄一難波 澄子氏 田島 俊明 日高 滝本 健二 474＋ 21：13．3クビ 46．1

815 ファンアットコート 牝5鹿 55 小野寺祐太�ミルファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 484＋ 81：13．4� 184．5�
12 セカイノカナ 牝5芦 55 丸田 恭介泉 一郎氏 鈴木 伸尋 新ひだか 坂本牧場 458＋ 21：13．72 61．5
11 � アルマダクロス 牡5栗 57 黛 弘人栗坂 崇氏 和田 雄二 浦河 中神牧場 464＋ 81：13．8クビ 160．5�
48 マーセブナカヤマ 牡4鹿 56 田辺 裕信�中山牧場 尾形 和幸 浦河 中山牧場 534＋ 21：14．01� 5．1�
36 スピーディードータ 牝6鹿 55 F．ベリー ホースアディクト小西 一男 日高 坂 牧場 472＋ 41：14．63� 41．2�

（愛）

23 ヴェアリアスサマー 牡4栗 56 柴田 大知小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 村中牧場 516＋ 61：14．7� 16．1�
47 コートリーラッシュ 牝4黒鹿 54

51 ▲長岡 禎仁広尾レース� 国枝 栄 新ひだか 下屋敷牧場 444＋ 2 〃 アタマ 15．1�
713� フ ァ ミ ー ユ 牡5黒鹿57 菱田 裕二吉田 和子氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458± 01：14．9� 25．2�
35 バトルヴェルデ 牝4鹿 54

51 ▲石川裕紀人宮川 秋信氏 牧 光二 新冠 若林牧場 B460－ 21：15．21� 46．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，014，800円 複勝： 111，517，800円 枠連： 23，188，100円
馬連： 71，136，800円 馬単： 49，754，200円 ワイド： 38，525，300円
3連複： 85，876，700円 3連単： 157，574，900円 計： 563，588，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 220円 � 340円 枠 連（2－7） 460円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 350円 �� 570円 �� 2，360円

3 連 複 ��� 3，140円 3 連 単 ��� 7，900円

票 数

単勝票数 計 260148 的中 � 127466（1番人気）
複勝票数 計1115178 的中 � 866207（1番人気）� 35149（3番人気）� 19573（6番人気）
枠連票数 計 231881 的中 （2－7） 38492（2番人気）
馬連票数 計 711368 的中 �� 77009（2番人気）
馬単票数 計 497542 的中 �� 40179（2番人気）
ワイド票数 計 385253 的中 �� 31488（2番人気）�� 17408（5番人気）�� 3749（24番人気）
3連複票数 計 858767 的中 ��� 20506（8番人気）
3連単票数 計1575749 的中 ��� 14448（12番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．3―12．5―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．2―46．7―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディアゴッホ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ショウナンカンプ デビュー 2013．6．15 函館3着

2011．4．22生 牡4栗 母 アイリスモレア 母母 ユアアディクト 20戦2勝 賞金 36，820，000円
※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 タイキマーシャ号
※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。



00079 1月18日 晴 稍重 （27中山1）第7日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時20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

78 ロマンシングジェム 牝5青鹿55 G．ブノワ 吉田 千津氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 494± 01：56．6 1．8�
（仏）

44 � フレンドスイート 牝4鹿 54 戸崎 圭太横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 藤巻 則弘 442＋ 41：57．13 4．1�
33 グランドエンジェル 牝4鹿 54 黛 弘人�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 444－ 21：57．73� 12．9�
11 アウレオーラ 牝5黒鹿55 吉田 豊 �シルクレーシング 大久保洋吉 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B522－ 21：57．91 32．1�
89 � ミルノワール 牝4青鹿54 柴山 雄一 �グリーンファーム奥村 武 千歳 社台ファーム 470＋ 11：58．0� 22．7	
22 アイヅラブリー 牝4鹿 54 武士沢友治真部 晴德氏 佐藤 吉勝 日高 ナカノファーム 460－ 41：58．1� 26．6

77 ミラクルラヴィ 牝5栗 55 田中 勝春藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 480± 01：58．52� 9．9�
55 アンジェラスベル 牝5鹿 55

52 ▲石川裕紀人田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 B472＋ 21：59．35 6．4�
810 ローズオヌットゥ 牝4鹿 54 江田 照男栗山 良子氏 土田 稔 平取 北島牧場 392－ 62：01．1大差 93．8
66 � クイーンベジタブル 牝4鹿 54 村田 一誠中西 功氏 武井 亮 日高 高山牧場 496± 02：02．48 78．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 27，857，900円 複勝： 54，345，700円 枠連： 14，928，100円
馬連： 67，162，100円 馬単： 46，475，300円 ワイド： 31，909，400円
3連複： 76，917，200円 3連単： 182，066，300円 計： 501，662，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 120円 � 160円 枠 連（4－7） 320円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 510円

ワ イ ド �� 180円 �� 300円 �� 570円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 2，050円

票 数

単勝票数 計 278579 的中 � 120731（1番人気）
複勝票数 計 543457 的中 � 300057（1番人気）� 73158（2番人気）� 40079（4番人気）
枠連票数 計 149281 的中 （4－7） 35784（1番人気）
馬連票数 計 671621 的中 �� 152527（1番人気）
馬単票数 計 464753 的中 �� 67422（1番人気）
ワイド票数 計 319094 的中 �� 55793（1番人気）�� 25600（3番人気）�� 11742（7番人気）
3連複票数 計 769172 的中 ��� 65486（2番人気）
3連単票数 計1820663 的中 ��� 64088（3番人気）

ハロンタイム 12．8―12．0―13．3―13．6―12．9―12．2―13．1―13．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．8―38．1―51．7―1：04．6―1：16．8―1：29．9―1：43．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．8
1
3
・（5，6）＝4（3，7）（8，9）－1，10－2
7，5，4（8，9）（3，1）2，6，10

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

勝馬の
紹 介

ロマンシングジェム �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Danehill デビュー 2012．11．25 東京8着

2010．2．21生 牝5青鹿 母 ル ビ ー 母母 Offshore Boom 20戦3勝 賞金 35，360，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クイーンベジタブル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年2月18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。

00080 1月18日 晴 稍重 （27中山1）第7日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時50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

714 テイクエイム 牡8鹿 57 柴田 大知 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 浦河 ヒダカフアーム 462－ 21：11．5 29．2�

36 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± 01：11．6� 4．0�
612 デオヴォレンテ 牡6鹿 57 G．ブノワ H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500－ 21：11．7クビ 8．2�
（仏）

48 ロトラトゥール 牝4鹿 54 横山 和生國武 佳博氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 B500± 01：11．91� 57．2�
510 カワキタシャウト 牡5鹿 57 横山 典弘川島 吉男氏 武市 康男 新冠 ラツキー牧場 504＋ 6 〃 アタマ 11．3	
713� アランルース 	7栃栗 57

54 ▲長岡 禎仁�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 460± 01：12．22 31．3

47 ヴァレンティーネ 牝5鹿 55 戸崎 圭太佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 的場牧場 470± 0 〃 ハナ 27．1�
815� 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 B510－ 21：12．3
 214．9�
611 エンジェルビーツ 牝4栗 54 石橋 脩前田 葉子氏 尾関 知人 新冠 平山牧場 444＋ 41：12．51� 71．9
24 タンブルブルータス 牡6鹿 57 三浦 皇成ポリッシュホースメイト和田 正道 新冠 樋渡 信義 496－ 21：12．6� 24．0�
816 ヒカリマサムネ 牡5栗 57 後藤 浩輝�ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 中川牧場 466－ 21：12．91� 3．6�
35 � レッドグラサージュ 牡6栗 57 菱田 裕二 �東京ホースレーシング 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 502－ 21：13．32
 120．4�
59 ハヤブサフィーバー 牡6栗 57 蛯名 正義武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B494－161：13．61� 33．2�
11 ウインネオルーラー 牡4黒鹿56 F．ベリー �ウイン 畠山 重則 浦河 日の出牧場 492－ 21：14．02
 14．9�

（愛）

12 レゼトワール 牝5鹿 55 川田 将雅髙野 哲氏 小崎 憲 新冠 新冠橋本牧場 486－ 41：14．1
 20．4�
23 モ ン テ ネ オ 牡5黒鹿57 田辺 裕信毛利 喜昭氏 小島 茂之 新ひだか タイヘイ牧場 480± 01：14．84 5．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，575，100円 複勝： 58，261，200円 枠連： 28，904，900円
馬連： 108，987，100円 馬単： 52，777，300円 ワイド： 55，892，500円
3連複： 137，488，100円 3連単： 186，855，000円 計： 667，741，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，920円 複 勝 � 770円 � 140円 � 280円 枠 連（3－7） 2，860円

馬 連 �� 5，740円 馬 単 �� 16，000円

ワ イ ド �� 1，820円 �� 4，000円 �� 670円

3 連 複 ��� 16，490円 3 連 単 ��� 126，250円

票 数

単勝票数 計 385751 的中 � 10533（10番人気）
複勝票数 計 582612 的中 � 14377（12番人気）� 146164（1番人気）� 48096（4番人気）
枠連票数 計 289049 的中 （3－7） 7810（14番人気）
馬連票数 計1089871 的中 �� 14705（23番人気）
馬単票数 計 527773 的中 �� 2473（56番人気）
ワイド票数 計 558925 的中 �� 7773（22番人気）�� 3454（44番人気）�� 22682（5番人気）
3連複票数 計1374881 的中 ��� 6252（55番人気）
3連単票数 計1868550 的中 ��� 1073（390番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．2―12．1―12．7―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．6―45．7―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイクエイム �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2010．3．28 阪神4着

2007．4．14生 牡8鹿 母 テイクザケイク 母母 エ ビ ス マ イ 24戦4勝 賞金 47，840，000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。

追 加 記 事（第 1回中山競馬第 5日第 5競走）
〔その他〕　　ツクバカンターレ号は，競走中に疾病〔左橈骨遠位端骨折〕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。



00081 1月18日 晴 稍重 （27中山1）第7日 第9競走 ��
��1，800�

は つ な ぎ

初 凪 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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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

510 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 476－ 41：53．4 3．3�
714 アールプロセス 牡4鹿 56 F．ベリー 池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 520＋141：53．72 4．1�

（愛）

816 デグニティクローズ 牡4鹿 56 江田 照男�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社
ノースヒルズ 542－ 21：54．44 114．6�

611 ブルーボサノヴァ 牝4栗 54 丸田 恭介 �ブルーマネジメント和田 雄二 新冠 川上牧場 476＋ 41：54．71	 220．9�
815 ファンシーミューズ 牝4鹿 54 戸崎 圭太吉田 勝己氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 488＋ 2 〃 アタマ 12．6�
612 コスモラヴモア 牡4鹿 56 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 浦河 村下牧場 496＋ 41：54．8クビ 132．1

35 チャンスメイク 牡4青 56 内田 博幸平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 460－ 21：55．11	 31．5�
713 タマモマズルカ 牡4黒鹿56 蛯名 正義タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 516－ 4 〃 クビ 19．8�
36 コスモマイギフト 牡6黒鹿57 松岡 正海 	ビッグレッドファーム 堀井 雅広 浦河 日田牧場 B490± 01：55．2	 41．9
11 クラシックメタル 牡4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 506＋161：55．4	 55．4�
24 ナムラショウリ 牡5鹿 57 菱田 裕二奈村 信重氏 大和田 成 新ひだか 武 牧場 B456± 01：55．82
 154．8�
47 アナザーバージョン 牡4鹿 56 田辺 裕信 	サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム B496＋101：57．18 9．3�
12 ビームライフル 牡6青鹿57 後藤 浩輝西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 492＋181：57．95 95．3�
48 サーランスロット 牡7鹿 57 横山 典弘山本 英俊氏 松永 幹夫 日高 シンボリ牧場 488－ 21：58．43 8．8�
59 スペースクルーズ 牡4栗 56 柴山 雄一窪田 康志氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 604＋101：58．5
 9．7�
23 ハイアーレート 牡4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 498± 02：00．6大差 6．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，722，900円 複勝： 64，026，000円 枠連： 36，611，900円
馬連： 140，356，700円 馬単： 63，561，100円 ワイド： 59，313，000円
3連複： 157，922，300円 3連単： 230，412，400円 計： 795，926，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 170円 � 1，160円 枠 連（5－7） 540円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 330円 �� 3，580円 �� 5，350円

3 連 複 ��� 16，770円 3 連 単 ��� 64，590円

票 数

単勝票数 計 437229 的中 � 104838（1番人気）
複勝票数 計 640260 的中 � 162876（1番人気）� 105544（2番人気）� 8956（12番人気）
枠連票数 計 366119 的中 （5－7） 52274（1番人気）
馬連票数 計1403567 的中 �� 139955（1番人気）
馬単票数 計 635611 的中 �� 31851（2番人気）
ワイド票数 計 593130 的中 �� 53737（1番人気）�� 3927（39番人気）�� 2609（50番人気）
3連複票数 計1579223 的中 ��� 7059（51番人気）
3連単票数 計2304124 的中 ��� 2586（220番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．6―12．7―12．2―12．8―13．2―12．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．7―49．4―1：01．6―1：14．4―1：27．6―1：40．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．0
1
3

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

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

サウンドトゥルー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2012．10．6 東京6着

2010．5．15生 �5栗 母 キョウエイトルース 母母 キョウエイヨシノ 23戦4勝 賞金 87，474，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スペースクルーズ号・ハイアーレート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年

2月18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） 1頭 ケツァルコアトル号
（非抽選馬） 1頭 シュガーヒル号
※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。

00082 1月18日 晴 良 （27中山1）第7日 第10競走 ��
��1，800�

は つ ふ じ

初富士ステークス
発走15時00分 （芝・右）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

813 ラ ン グ レ ー 牡4鹿 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：46．7 5．3�
710 シャドウダンサー 牡4黒鹿56 戸崎 圭太飯塚 知一氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 500± 01：46．91� 4．6�
711 ダイワリベラル 牡4黒鹿56 後藤 浩輝大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 530＋ 61：47．11� 5．6�
22 	 シベリアンスパーブ 牡6鹿 57 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 504± 01：47．2
 18．1�
56 レッドセシリア 牝5鹿 55 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 428＋ 41：47．41� 9．0	
33 オ ツ ウ 牝5鹿 55 内田 博幸大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B484± 0 〃 ハナ 10．1

812 サムソンズプライド 牡5鹿 57 田辺 裕信 �シルクレーシング 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 482± 01：47．5
 15．0�
44 クラウンロゼ 牝5鹿 55 柴田 大知矢野 恭裕氏 天間 昭一 新冠 カミイスタット 482＋101：47．6クビ 51．7�
57 � シャドウパーティー 牡6鹿 57 F．ベリー 飯塚 知一氏 堀 宣行 愛 Lodge

Park Stud 508＋14 〃 ハナ 8．4
（愛）

68 セ キ シ ョ ウ 牝5青鹿55 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 平取 坂東牧場 B506± 01：47．81� 7．3�
45 カネトシマーシャル 牡7鹿 57 石橋 脩兼松 利男氏 五十嵐忠男 新ひだか 静内酒井牧場 510± 01：48．54 78．0�
11 オメガブレイン 牡7鹿 57 G．ブノワ 原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 474＋ 41：48．82 134．0�

（仏）

69 メドウヒルズ 牡4栗 56 吉田 豊�G1レーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム B462± 01：49．33 21．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 55，008，000円 複勝： 82，333，700円 枠連： 48，814，500円
馬連： 198，026，100円 馬単： 84，875，200円 ワイド： 73，836，800円
3連複： 213，091，300円 3連単： 321，731，300円 計： 1，077，716，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 190円 � 160円 � 170円 枠 連（7－8） 490円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 480円 �� 540円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，890円 3 連 単 ��� 8，350円

票 数

単勝票数 計 550080 的中 � 82088（2番人気）
複勝票数 計 823337 的中 � 107295（3番人気）� 142250（1番人気）� 127043（2番人気）
枠連票数 計 488145 的中 （7－8） 75886（1番人気）
馬連票数 計1980261 的中 �� 123906（2番人気）
馬単票数 計 848752 的中 �� 26370（4番人気）
ワイド票数 計 738368 的中 �� 39201（2番人気）�� 34304（3番人気）�� 47147（1番人気）
3連複票数 計2130913 的中 ��� 84201（1番人気）
3連単票数 計3217313 的中 ��� 27906（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．0―23．4―34．5―46．4―58．1―1：10．3―1：22．4―1：34．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F36．4
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ラ ン グ レ ー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2013．10．27 東京1着

2011．3．19生 牡4鹿 母 ラヴズオンリーミー 母母 Monevassia 10戦4勝 賞金 67，429，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔その他〕 メドウヒルズ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 メドウヒルズ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年2月18日まで出走できない。
※出走取消馬 コウエイワンマン号（疾病〔左前肢フレグモーネ〕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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ミヤジタイガ号
※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。

１レース目



00083 1月18日 晴 良 （27中山1）第7日 第11競走 ��
��2，000�第55回京 成 杯（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，800万
円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

京成電鉄株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 37，000，000円 15，000，000円 9，300，000円 5，600，000円 3，700，000円
付 加 賞 609，000円 174，000円 87，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

817 ベ ル ー フ 牡3鹿 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470± 02：02．3 5．3�

47 ブラックバゴ 牡3黒鹿56 蛯名 正義 �シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 506＋ 4 〃 ハナ 4．9�
35 ク ル ー ガ ー 牡3黒鹿56 内田 博幸 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 492－ 6 〃 クビ 9．4�
713 ソールインパクト 牡3芦 56 戸崎 圭太窪田 康志氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－ 4 〃 ハナ 6．8�
24 ダノンリバティ 牡3鹿 56 和田 竜二�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 506－162：02．51	 40．6	
510 フォワードカフェ 牡3黒鹿56 田中 勝春西川 恭子氏 小島 太 むかわ 上水牧場 516－ 82：02．6クビ 77．6

23 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 494＋ 4 〃 クビ 66．2�
11 クラージュシチー 牡3栗 56 菱田 裕二 �友駿ホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか 幌村牧場 480－ 42：02．7
 5．1�
48 タケルラムセス 牡3鹿 56 横山 典弘森 保彦氏 田村 康仁 浦河 中村 雅明 468－ 4 〃 ハナ 8．4
714 ナスノセイカン 牡3鹿 56 後藤 浩輝�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 450－ 2 〃 ハナ 35．3�
611 ディアコンチェルト 牡3黒鹿56 大野 拓弥ディアレスト 高木 登 新ひだか 八田ファーム 442± 02：02．91 45．8�
36 イーデンホール 牡3栗 56 吉田 豊�G1レーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム 484± 02：03．11 85．1�
815 コスモナインボール 牡3鹿 56 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 大典牧場 478＋ 62：03．42 23．9�
59 マイネルシュバリエ 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 476－ 22：03．72 62．2�
816 ザイディックメア 牡3鹿 56 G．ブノワ �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 456－10 〃 ハナ 87．4�

（仏）

612 バルビエール 牡3鹿 56 柴山 雄一吉田 和美氏 武井 亮 新ひだか タイヘイ牧場 504＋102：04．76 22．6�
12 ブライトバローズ 牡3鹿 56 F．ベリー 猪熊 広次氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 478± 02：07．6大差 15．1�

（愛）

（17頭）

売 得 金
単勝： 186，964，000円 複勝： 257，812，900円 枠連： 184，065，400円
馬連： 785，032，500円 馬単： 332，123，900円 ワイド： 264，450，500円
3連複： 1，015，994，800円 3連単： 1，648，781，500円 計： 4，675，225，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 190円 � 170円 � 270円 枠 連（4－8） 650円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 2，710円

ワ イ ド �� 550円 �� 820円 �� 800円

3 連 複 ��� 3，700円 3 連 単 ��� 16，830円

票 数

単勝票数 計1869640 的中 � 281091（3番人気）
複勝票数 計2578129 的中 � 372171（2番人気）� 430882（1番人気）� 215582（6番人気）
枠連票数 計1840654 的中 （4－8） 216501（1番人気）
馬連票数 計7850325 的中 �� 449738（1番人気）
馬単票数 計3321239 的中 �� 91838（2番人気）
ワイド票数 計2644505 的中 �� 126507（1番人気）�� 80836（8番人気）�� 83776（7番人気）
3連複票数 計10159948 的中 ��� 205851（6番人気）
3連単票数 計16487815 的中 ��� 70996（19番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―13．1―12．5―13．1―12．7―12．0―11．7―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．2―36．3―48．8―1：01．9―1：14．6―1：26．6―1：38．3―1：50．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．7
1
3
3，12，2（4，15）16（1，5）9，7（13，17）8，10，6（11，14）
3（12，15，9）（1，4，2，16）（5，7，14）8（13，17，10）（6，11）

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

勝馬の
紹 介

ベ ル ー フ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．10．14 京都1着

2012．1．21生 牡3鹿 母 レクレドール 母母 ゴールデンサッシュ 4戦3勝 賞金 58，693，000円
〔制裁〕 ソールインパクト号の騎手戸崎圭太は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番・6

番）
クラージュシチー号の騎手菱田裕二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成27年1月24日から平成27年

2月1日まで騎乗停止。（被害馬：15番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

00084 1月18日 晴 良 （27中山1）第7日 第12競走 ��
��2，200�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （芝・右・外）
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
2：10．1
2：10．0

良
良

711 キネオワールド 牡4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 466＋ 62：15．5 4．3�
11 エルヴィスバローズ 牡7鹿 57 F．ベリー 猪熊 広次氏 牧 光二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B508＋ 4 〃 ハナ 4．3�
（愛）

44 レ オ ニ ー ズ 牡4鹿 56 田中 勝春 �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 498＋ 8 〃 ハナ 9．4�

812 ダークサイド 牡4黒鹿56 江田 照男星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 466＋ 62：15．71� 16．9�
68 ゴールドメイン 牡5栗 57

54 ▲長岡 禎仁嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 468± 0 〃 クビ 2．9�
813 スマートルピナス 牝5鹿 55 武士沢友治大久保典義氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 466＋ 82：15．8	 39．7	
22 コーラルタワー 牡5黒鹿57 内田 博幸田和 廣通氏 矢野 英一 新ひだか 鳥谷 勝彦 448－10 〃 ハナ 11．3

57 マイネルクレイズ 牡5黒鹿57 石橋 脩 �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－ 22：16．22	 14．0�
45 ロンギングケイシー 牡4黒鹿56 後藤 浩輝坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム B498＋122：16．3クビ 18．0
69 マイネルナタリス 牡8黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 462－162：16．51� 86．4�
710
 レッドレイラ 牝5鹿 55 G．ブノワ �東京ホースレーシング 古賀 慎明 浦河 鎌田 正嗣 462＋122：16．82 138．1�

（仏）

56 ディアイッセイ 牡4鹿 56 嘉藤 貴行栗本 博晴氏 天間 昭一 新冠 武田牧場 510＋ 22：16．9クビ 231．4�
33 アサクサベルーガ �5黒鹿 57

54 ▲石川裕紀人田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 470＋ 62：17．0� 49．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 52，095，100円 複勝： 59，837，700円 枠連： 38，017，100円
馬連： 161，151，800円 馬単： 76，779，100円 ワイド： 61，839，500円
3連複： 179，978，000円 3連単： 342，529，400円 計： 972，227，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 170円 � 240円 枠 連（1－7） 1，180円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 2，250円

ワ イ ド �� 500円 �� 810円 �� 780円

3 連 複 ��� 3，730円 3 連 単 ��� 16，430円

票 数

単勝票数 計 520951 的中 � 96202（2番人気）
複勝票数 計 598377 的中 � 99154（2番人気）� 94170（3番人気）� 57659（4番人気）
枠連票数 計 380171 的中 （1－7） 24946（4番人気）
馬連票数 計1611518 的中 �� 103173（3番人気）
馬単票数 計 767791 的中 �� 25559（6番人気）
ワイド票数 計 618395 的中 �� 33323（4番人気）�� 19186（8番人気）�� 20065（7番人気）
3連複票数 計1799780 的中 ��� 36150（11番人気）
3連単票数 計3425294 的中 ��� 15109（47番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―12．6―12．6―13．1―12．7―12．2―11．9―11．8―11．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．6―37．2―49．8―1：02．9―1：15．6―1：27．8―1：39．7―1：51．5―2：03．0

コーナー
通過順位

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

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

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 デビュー 2014．1．25 中山1着

2011．1．26生 牡4黒鹿 母 ア ー マ イ ン 母母 Red Mischief 7戦2勝 賞金 19，936，000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。

４レース目



（27中山1）第7日 1月18日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 181頭 本 賞
距離別出走奨励賞
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

246，120，000円
2，080，000円
6，980，000円
1，840，000円
22，510，000円
68，684，500円
4，952，000円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
561，372，900円
886，793，700円
473，222，200円
1，850，960，000円
899，627，200円
742，161，600円
2，254，305，100円
3，653，398，700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 11，321，841，400円

総入場人員 24，075名 （有料入場人員 22，039名）
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