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00001 1月5日 晴 良 （28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

612 シゲルヒラマサ 牡3芦 56 江田 照男森中 蕃氏 水野 貴広 日高 高山牧場 468± 01：13．2 3．5�
611 タイトルリーフ 牝3鹿 54 三浦 皇成水上ふじ子氏 武市 康男 浦河 笠松牧場 448＋ 4 〃 クビ 7．9�
713 ノボホウセイ 牝3栗 54 吉田 豊�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 506＋ 81：13．3クビ 3．8�
59 ビ バ ラ ビ ダ 牝3鹿 54 丸山 元気桐谷 茂氏 石栗 龍彦 浦河 久保 昇 466＋20 〃 クビ 65．6�
35 ブライトピスケス 牡3栗 56 田中 勝春島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B482－ 21：13．72� 5．4	
47 マイティジャック 牡3黒鹿56 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 450＋ 41：13．91� 14．9

714 ア キ ツ シ マ 牡3鹿 56 丸田 恭介�須野牧場 宗像 義忠 新ひだか 木田牧場 420－ 21：14．32� 227．7�
24 レオベローナ 牝3栗 54 岩部 純二�レオ 萱野 浩二 新ひだか 久米 和夫 434－ 21：14．4� 292．7
510 カリアティード 牝3鹿 54

53 ☆石川裕紀人 �グリーンファーム武井 亮 安平 ノーザンファーム 438－ 21：14．5クビ 6．9�
12 トウショウシェル 牡3芦 56 L．コントレラストウショウ産業� 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 B476＋12 〃 アタマ 84．2�

（加）

815 グットトキメク 牝3鹿 54 柴田 善臣小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 田中 裕之 438－ 41：14．71� 112．0�
36 ワンダフルブルー 牝3青鹿54 菅原 隆一島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 466＋101：14．8クビ 115．0�
816 リリーウェントス 牝3芦 54 大野 拓弥�大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 432＋ 61：15．75 52．1�
23 トウショウアパッチ 牡3鹿 56 武士沢友治トウショウ産業� 菊沢 隆徳 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 472± 01：15．8� 14．7�
48 モンマルトル 牝3栗 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 野坂牧場 B450＋ 41：16．01� 23．4�
11 プロジェクション 牝3鹿 54 西村 太一�和田牧場 和田 正道 千歳 社台ファーム 472－ 21：16．1� 190．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，384，500円 複勝： 39，304，300円 枠連： 16，906，200円
馬連： 67，089，900円 馬単： 31，989，700円 ワイド： 34，941，100円
3連複： 89，714，000円 3連単： 111，952，400円 計： 412，282，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 120円 � 200円 � 140円 枠 連（6－6） 1，120円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 1，870円

ワ イ ド �� 390円 �� 260円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 5，640円

票 数

単勝票数 計 203845 的中 � 45755（1番人気）
複勝票数 計 393043 的中 � 98569（1番人気）� 39928（4番人気）� 71859（2番人気）
枠連票数 計 169062 的中 （6－6） 11692（5番人気）
馬連票数 計 670899 的中 �� 47402（3番人気）
馬単票数 計 319897 的中 �� 12807（5番人気）
ワイド票数 計 349411 的中 �� 22561（3番人気）�� 38750（1番人気）�� 13661（6番人気）
3連複票数 計 897140 的中 ��� 60144（2番人気）
3連単票数 計1119524 的中 ��� 14383（8番人気）

ハロンタイム 11．7―10．9―11．7―12．4―12．8―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．6―34．3―46．7―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルヒラマサ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2015．8．30 新潟15着

2013．5．29生 牡3芦 母 クリアソウル 母母 キャトルセゾン 7戦1勝 賞金 13，050，000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 アイドル号・エルフリーデ号・エンゼルトリック号・ブラックゼウス号・ミツカネプリンセス号・ユイノロマン号・

ラッキースピード号
（非抽選馬） 1頭 ルクナバード号
※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。

00002 1月5日 晴 良 （28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

35 コスモカナディアン 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 日高 アイズスタッド株式会社 464＋ 41：56．2 15．8�
815 ナポレオンズワード 牡3黒鹿56 柴山 雄一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 上原 博之 新冠 岩見牧場 494＋ 61：56．51� 13．7�
47 マイネルトゥラン 牡3黒鹿56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム B478－ 21：56．6� 57．3�
59 コスモヒドラ 牡3鹿 56 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム 466－ 21：57．34 15．1�
611 タンサンドール 牡3栗 56 三浦 皇成 Viridian Keiba Club 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム B482－ 21：57．4クビ 2．6	
36 シゲルクロダイ 牡3鹿 56 戸崎 圭太森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 千葉飯田牧場 492± 01：57．71� 3．4

48 ミッキーディンドン 牡3鹿 56 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 474－ 61：57．91� 35．7�
23 ニシノタイタン 牡3鹿 56 大野 拓弥西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 高昭牧場 546± 01：58．0� 8．8�
714 サムライフォンテン 牡3黒鹿56 丸山 元気吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 472＋ 4 〃 アタマ 421．4
12 ダイメイキング 牡3鹿 56 伊藤 工真宮本 孝一氏 石毛 善彦 平取 びらとり牧場 480＋ 2 〃 ハナ 313．1�
612 タネホカホカ 牡3栗 56 西村 太一�ミルファーム 大和田 成 新ひだか キヨタケ牧場 460－ 21：58．21	 83．6�
510 マ ッ ク ー ル 牡3鹿 56 内田 博幸 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 浦河 辻 牧場 482＋ 41：58．41	 5．8�
713 コスモボーラー 牡3鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 松永 康利 日高 日西牧場 448＋ 41：58．5� 55．3�
24 ノーブルポセイドン 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎吉木 伸彦氏 鈴木 伸尋 青森 マルシチ牧場 502＋ 21：58．7� 252．2�
11 サンマルトゥーレ 牡3芦 56 武士沢友治相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 460＋ 61：59．33� 182．5�
816 マインズアイ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行 �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 426－ 42：00．89 379．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，231，300円 複勝： 41，792，800円 枠連： 16，959，800円
馬連： 67，912，100円 馬単： 34，872，100円 ワイド： 35，681，400円
3連複： 86，127，900円 3連単： 117，716，700円 計： 423，294，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，580円 複 勝 � 440円 � 540円 � 1，450円 枠 連（3－8） 2，660円

馬 連 �� 8，700円 馬 単 �� 16，510円

ワ イ ド �� 2，320円 �� 6，130円 �� 7，210円

3 連 複 ��� 129，710円 3 連 単 ��� 641，680円

票 数

単勝票数 計 222313 的中 � 11226（7番人気）
複勝票数 計 417928 的中 � 26298（5番人気）� 21043（6番人気）� 7075（9番人気）
枠連票数 計 169598 的中 （3－8） 4930（11番人気）
馬連票数 計 679121 的中 �� 6048（23番人気）
馬単票数 計 348721 的中 �� 1584（47番人気）
ワイド票数 計 356814 的中 �� 4015（25番人気）�� 1492（40番人気）�� 1267（45番人気）
3連複票数 計 861279 的中 ��� 498（144番人気）
3連単票数 計1177167 的中 ��� 133（745番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―13．4―13．4―12．9―12．8―13．1―12．8―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―37．9―51．3―1：04．2―1：17．0―1：30．1―1：42．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コスモカナディアン �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 With Approval デビュー 2015．7．12 福島11着

2013．5．3生 牡3鹿 母 カナディアンアプルーバル 母母 A Taste for Lace 7戦1勝 賞金 10，300，000円
〔制裁〕 マイネルトゥラン号の騎手津村明秀は，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）
※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 キタノカミカゼ号
（非抽選馬） 3頭 シゲルシマダイ号・シャイニーゴールド号・ブロンテ号

第１回 中山競馬 第１日



00003 1月5日 晴 良 （28中山1）第1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）

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

612 サクラフローラ 牝5黒鹿55 F．ベリー �さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 谷岡スタット 526＋ 61：11．6 3．6�
（愛）

48 サクラヴァローレ 牡5鹿 57 勝浦 正樹�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 伊藤 敏明 512－ 8 〃 クビ 29．1�
713 シャンパンサーベル 牝4黒鹿54 江田 照男田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 456＋141：11．7� 40．0�
611 ダイメイリシャール 牡5栗 57

54 ▲井上 敏樹宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 502－ 21：11．91 11．0�
24 シゲルミマサカ 牝5青鹿55 吉田 豊森中 蕃氏 伊藤 正徳 新冠 村上牧場 434＋141：12．0� 48．3�
35 カ ネ ー タ 牡4黒鹿 56

55 ☆石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 516＋14 〃 アタマ 8．6	
815 スズカオーショウ 牡5栗 57 丸山 元気永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 駿河牧場 510± 0 〃 クビ 10．3

816� フ ィ ラ ー レ 牡5黒鹿57 蛯名 正義岡 浩二氏 土田 稔 新ひだか 土居 忠吉 B456－ 21：12．21 7．3�
47 スマートダイバー 牡5栗 57 横山 典弘大川 徹氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム B498＋ 61：12．3� 7．8�
36 ヒメスズラン 牝5栗 55 松岡 正海岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 500± 0 〃 ハナ 101．9
11 カ イ マ ノ ア 牡4栗 56 内田 博幸山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 小林 仁 494＋141：12．4クビ 37．9�
714 カシノキングダム 牡4鹿 56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 門別牧場 B478＋301：12．71� 154．3�
12 オーゴンマリア 牝4栗 54 大野 拓弥永田さなえ氏 高木 登 新ひだか 小倉 光博 452＋10 〃 ハナ 13．0�
59 アイティダイヤ 牝5栗 55 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 竹内 正洋 新冠 武田牧場 490＋30 〃 クビ 230．5�
510 スマイルハッピー 牝4鹿 54 柴田 善臣臼倉 勲氏 田中 清隆 浦河 山田 昇史 432－ 41：12．91 76．5�
23 アスコルティ 牝5黒鹿55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 468－101：13．96 5．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，271，400円 複勝： 39，235，700円 枠連： 22，310，700円
馬連： 75，979，700円 馬単： 35，297，800円 ワイド： 41，838，200円
3連複： 98，330，100円 3連単： 113，851，900円 計： 452，115，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 200円 � 880円 � 880円 枠 連（4－6） 1，230円

馬 連 �� 8，550円 馬 単 �� 11，310円

ワ イ ド �� 2，600円 �� 2，690円 �� 8，810円

3 連 複 ��� 54，990円 3 連 単 ��� 213，840円

票 数

単勝票数 計 252714 的中 � 55884（1番人気）
複勝票数 計 392357 的中 � 65223（1番人気）� 10151（11番人気）� 10202（10番人気）
枠連票数 計 223107 的中 （4－6） 14037（4番人気）
馬連票数 計 759797 的中 �� 6887（30番人気）
馬単票数 計 352978 的中 �� 2339（54番人気）
ワイド票数 計 418382 的中 �� 4183（30番人気）�� 4030（32番人気）�� 1209（70番人気）
3連複票数 計 983301 的中 ��� 1341（155番人気）
3連単票数 計1138519 的中 ��� 386（596番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．4―12．4―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．0―46．4―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクラフローラ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．4．6 中山1着

2011．4．13生 牝5黒鹿 母 サクラエンプレス 母母 サクラクレアー 7戦3勝 賞金 23，000，000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） 3頭 アイリーグレイ号・ナリノネーヴェ号・ライトフェアリー号
（非抽選馬） 2頭 サンアルパイン号・ディアドナテロ号
※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。

00004 1月5日 晴 良 （28中山1）第1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）
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

510 フ ァ ド ー グ �5黒鹿57 横山 典弘 �キャロットファーム 奥平 雅士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474＋ 61：54．1 2．4�

47 モンドクラフト 牡4鹿 56 三浦 皇成�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 530－ 8 〃 クビ 3．0�
12 デジタルフラッシュ 牡5栗 57 C．ルメール �シルクレーシング 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 472＋ 81：54．73	 13．6�
714 シーサイドジャズ 牡4芦 56 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 500－ 21：54．91
 8．2�
713 チ ャ オ �5芦 57 杉原 誠人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 458－121：55．0� 56．8	
611 デグニティクローズ 牡5鹿 57 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 538＋ 81：55．32 16．1

36 デストリーライズ 牡4鹿 56 松岡 正海広尾レース� 鹿戸 雄一 新ひだか 木村 秀則 500＋ 4 〃 アタマ 33．0�
612 ジェイケイニュース 牡5栗 57 大野 拓弥小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 484＋101：55．4クビ 62．1�
816� ドゥーイット 牡5栗 57

55 △伴 啓太�ヒダカファーム堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 460＋ 4 〃 クビ 76．7
23 マックスユーキャン 牝5栗 55 津村 明秀 �キャロットファーム 鈴木 伸尋 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋221：55．82	 83．5�
11 ジャイロスコープ 牡4鹿 56 戸崎 圭太 H.H．シェイク・モハメド 池上 昌弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 522＋261：55．9� 8．1�
48 グラスティファニー 牝5栗 55 吉田 豊半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 486＋241：56．11 276．3�
59 スターチェイサー 牡4芦 56

53 ▲井上 敏樹 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 490＋16 〃 クビ 52．1�
24 ナリノパシオン 牡4栗 56 柴山 雄一成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 500＋181：56．31
 104．2�
35 ブラックシェンロン �5鹿 57

56 ☆石川裕紀人田頭 勇貴氏 竹内 正洋 登別 登別上水牧場 466－ 2 〃 ハナ 280．8�
815� アスターレジェンド �4黒鹿56 丸山 元気菅原 広隆氏 根本 康広 新ひだか 前川 正美 464－ 71：56．5� 72．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，156，900円 複勝： 48，438，900円 枠連： 21，312，400円
馬連： 75，305，300円 馬単： 44，885，600円 ワイド： 44，861，900円
3連複： 106，558，100円 3連単： 152，686，700円 計： 524，205，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 110円 � 220円 枠 連（4－5） 280円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 140円 �� 480円 �� 550円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 2，920円

票 数

単勝票数 計 301569 的中 � 97017（1番人気）
複勝票数 計 484389 的中 � 180926（1番人気）� 117915（2番人気）� 29254（4番人気）
枠連票数 計 213124 的中 （4－5） 57065（1番人気）
馬連票数 計 753053 的中 �� 202938（1番人気）
馬単票数 計 448856 的中 �� 67396（1番人気）
ワイド票数 計 448619 的中 �� 111560（1番人気）�� 19120（3番人気）�� 16170（9番人気）
3連複票数 計1065581 的中 ��� 81943（3番人気）
3連単票数 計1526867 的中 ��� 37834（3番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―13．3―13．3―12．7―12．5―12．6―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―37．7―51．0―1：03．7―1：16．2―1：28．8―1：41．2

コーナー
通過順位

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

2
4

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

フ ァ ド ー グ �
�
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 2013．12．22 中山7着

2011．4．25生 �5黒鹿 母 ペニーホイッスル 母母 ラークホイッスル 13戦3勝 賞金 36，587，000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。
（非抽選馬） 3頭 コマクサ号・ジェイケイライアン号・ノーブルクリスタル号



00005 1月5日 晴 良 （28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
1：57．8
1：56．1

良
良

22 ラ グ ル ー ラ 牡3鹿 56 C．ルメール �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 454－ 62：00．7 4．0�

713 ユニゾンデライト 牡3鹿 56 M．デムーロ �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム 478＋ 22：00．8� 5．4�
610 ミライヘノツバサ 牡3芦 56 内田 博幸三島 宣彦氏 伊藤 大士 青森 諏訪牧場 484＋ 22：00．9� 7．2�
35 グリントオブライト 牝3栗 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 420± 02：01．22 3．3�
11 パルクフェルメ 牡3栗 56 L．コントレラス 保坂 和孝氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 466± 02：01．73 18．8	

（加）

46 アタンドリール 牡3黒鹿56 F．ベリー 落合 幸弘氏 手塚 貴久 新冠 新冠橋本牧場 440＋ 2 〃 アタマ 60．9

（愛）

59 マイネルビッグバン 牡3栗 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 ビッグレッドファーム 456± 02：02．23 19．0�

34 ア オ テ ン 牡3鹿 56 池添 謙一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 尾関 知人 新冠 村上 欽哉 492＋202：02．41� 104．7�

47 ステイザベスト 牡3黒鹿 56
54 △伴 啓太�明栄商事 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 410＋ 82：02．61� 232．6

815 ギャラントグリフ 牡3黒鹿56 蛯名 正義岡田 牧雄氏 牧 光二 日高 鹿戸 正幸 510＋ 82：02．91	 7．0�
712 ゴールドハーツ 牝3鹿 54 松岡 正海沖田 正憲氏 萱野 浩二 日高 沖田牧場 400－ 42：03．0	 193．0�
814
 コスモセンス 牡3鹿 56 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 国枝 栄 仏 Mr Bruno Mazure,

Mr Marc Bouyssou 458＋ 22：03．42� 97．5�
611 ウインフィロソフィ 牝3黒鹿54 大野 拓弥�ウイン 奥村 武 新冠 コスモヴューファーム 428＋142：03．5� 88．4�
58 スイートメモリーズ 牝3黒鹿54 柴山 雄一堀口 晴男氏 中川 公成 新ひだか 三石ファーム 496－ 42：03．6	 23．6�
23 ベルクオーレ 牝3黒鹿 54

53 ☆石川裕紀人�菅井牧場 竹内 正洋 新冠 大栄牧場 436－ 22：03．91	 28．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 30，591，200円 複勝： 48，117，500円 枠連： 19，769，400円
馬連： 82，809，200円 馬単： 41，256，700円 ワイド： 41，599，100円
3連複： 104，712，100円 3連単： 134，594，900円 計： 503，450，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 190円 � 200円 枠 連（2－7） 1，360円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 2，720円

ワ イ ド �� 530円 �� 680円 �� 670円

3 連 複 ��� 3，470円 3 連 単 ��� 18，410円

票 数

単勝票数 計 305912 的中 � 60989（2番人気）
複勝票数 計 481175 的中 � 76932（2番人気）� 65257（3番人気）� 60763（4番人気）
枠連票数 計 197694 的中 （2－7） 11209（5番人気）
馬連票数 計 828092 的中 �� 43523（5番人気）
馬単票数 計 412567 的中 �� 11354（9番人気）
ワイド票数 計 415991 的中 �� 20742（5番人気）�� 15410（8番人気）�� 15833（6番人気）
3連複票数 計1047121 的中 ��� 22587（8番人気）
3連単票数 計1345949 的中 ��� 5299（49番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―12．8―12．0―12．9―12．6―11．8―11．7―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．1―35．9―47．9―1：00．8―1：13．4―1：25．2―1：36．9―1：48．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラ グ ル ー ラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Galileo デビュー 2015．12．6 中山4着

2013．2．13生 牡3鹿 母 ア ド ア ー ド 母母 Sudden Hope 2戦1勝 賞金 6，100，000円
※出走取消馬 ピックミータッチ号（疾病〔蕁麻疹〕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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ギンザマトリックス号
（非抽選馬） 3頭 ショウナンラピュタ号・ショウブバリキ号・タカラピクシイ号
※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5日 晴 良 （28中山1）第1日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時45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
1：57．8
1：56．1

良
良

58 レーヴァテイン 牡3鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 448 ―2：05．1 1．5�
69 シャドウトルーパー 牡3鹿 56 M．デムーロ飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 494 ―2：05．52� 4．4�
34 クリミアタイガー 牡3鹿 56 F．ベリー 吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 554 ―2：06．24 9．3�

（愛）

711 ワイエムテイオー 牡3鹿 56 戸崎 圭太�サンライズ 鈴木 伸尋 新ひだか 中橋 正 496 ― 〃 クビ 11．1�
45 スコルツェッテ 牝3鹿 54 内田 博幸 �キャロットファーム 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450 ―2：06．3クビ 37．6�
22 ダノンオパール 牝3鹿 54 横山 典弘	ダノックス 大竹 正博 千歳 社台ファーム 482 ―2：06．62 47．3

814 ア ル カ ヌ ム 牝3黒鹿54 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 菅原 泰夫 新冠 コスモヴューファーム 444 ― 〃 ハナ 297．5�
610 レッドラスター 牡3鹿 56 吉田 豊 	東京ホースレーシング 尾関 知人 浦河 辻 牧場 462 ―2：06．7� 20．3�
813 コスモデルフィヌス 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 388 ―2：07．02 65．4
712 ウインミダス 牡3鹿 56 松岡 正海	ウイン 田中 剛 新冠 コスモヴューファーム 460 ― 〃 クビ 32．8�
11 サンマルメーカー 牡3鹿 56 柴田 善臣相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 492 ―2：07．42� 52．8�
57 スピリチュアリティ 牝3黒鹿54 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 430 ―2：07．72 111．7�
33 � エイリアンラバボー 牡3芦 56 蛯名 正義林 正道氏 武井 亮 仏 Guy Pari-

ente Holding 476 ―2：08．97 61．2�
46 アンスリウム 牝3鹿 54 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 474 ―2：12．3大差 213．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 36，185，200円 複勝： 89，857，800円 枠連： 17，608，700円
馬連： 65，341，800円 馬単： 48，629，400円 ワイド： 34，491，900円
3連複： 80，382，500円 3連単： 157，241，500円 計： 529，738，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 120円 � 150円 枠 連（5－6） 240円

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 370円

ワ イ ド �� 150円 �� 290円 �� 390円

3 連 複 ��� 600円 3 連 単 ��� 1，310円

票 数

単勝票数 計 361852 的中 � 183860（1番人気）
複勝票数 計 898578 的中 � 649353（1番人気）� 71313（2番人気）� 47666（3番人気）
枠連票数 計 176087 的中 （5－6） 55694（1番人気）
馬連票数 計 653418 的中 �� 191329（1番人気）
馬単票数 計 486294 的中 �� 96482（1番人気）
ワイド票数 計 344919 的中 �� 74528（1番人気）�� 27110（2番人気）�� 18107（4番人気）
3連複票数 計 803825 的中 ��� 99436（1番人気）
3連単票数 計1572415 的中 ��� 86637（1番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―13．8―13．5―14．1―12．6―12．4―11．9―11．3―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．1―37．9―51．4―1：05．5―1：18．1―1：30．5―1：42．4―1：53．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．6
1
3
・（3，9）（10，11，12，14）－13，8，5，4，2－1－6－7・（9，8，14）（3，12，11，4，1）（10，13）－5－2，7＝6

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

勝馬の
紹 介

レーヴァテイン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Highest Honor 初出走

2013．5．10生 牡3鹿 母 レーヴドスカー 母母 Numidie 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アンスリウム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年2月5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。



00007 1月5日 晴 良 （28中山1）第1日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走13時15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
1：48．5
1：47．8

重
重

612 マイネルバサラ 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 松山 将樹 新冠 浜口牧場 460＋ 41：55．1 7．1�

23 キョウエイギア 牡3鹿 56 池添 謙一田中 晴夫氏 矢作 芳人 青森 村上 幹夫 468－ 4 〃 クビ 4．4�
48 エ ポ ッ ク 牡3黒鹿56 C．ルメール 吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 504－ 21：55．84 10．3�
611 アートラヴァー 牝3栗 54

53 ☆石川裕紀人 P.S．スライ氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：56．01� 27．3�
35 アポロナイスジャブ 牡3栗 56 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか へいはた牧場 432＋ 81：56．31� 60．1�
11 ドゥラリュール 牡3栗 56 横山 典弘平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 474＋20 〃 クビ 4．4	
714 カズノテイオー 牡3黒鹿56 江田 照男鈴木 可一氏 田村 康仁 浦河 大道牧場 474± 01：56．4クビ 12．6

12 プリンシアコメータ 牝3黒鹿54 内田 博幸芳川 貴行氏 矢野 英一 新冠 ベルモント

ファーム B468－ 41：56．61	 54．3�
713 ロジストーム 牡3芦 56 M．デムーロ久米田正明氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 538－ 6 〃 ハナ 5．0�
36 ポ ロ ス 牝3鹿 54 西村 太一ミルファーム 南田美知雄 新冠 高橋 忍 440＋ 2 〃 クビ 69．8�
47 レディートゥーゴー 牝3栗 54 柴田 善臣島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 450＋ 61：56．92 15．4�
816 ブラウンアニマート 牡3黒鹿56 F．ベリー キャピタルクラブ 武藤 善則 日高 株式会社カ

ネツ牧場 462－ 21：57．32� 54．4�
（愛）

510
 フレンドミラクル 牡3栗 56 松岡 正海横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 458＋ 41：57．62 58．2�
24 ダイワチャーチル 牡3鹿 56 蛯名 正義大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B502± 0 〃 アタマ 19．3�
815 マイネルビクトリー 牡3鹿 56 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか 見上牧場 464－ 4 〃 ハナ 70．0�
59 シゲルテングダイ 牡3栗 56 戸崎 圭太森中 蕃氏 伊藤 圭三 新冠 大林ファーム 504± 01：57．7クビ 28．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，549，200円 複勝： 51，171，300円 枠連： 27，927，600円
馬連： 103，381，600円 馬単： 43，947，100円 ワイド： 49，366，800円
3連複： 130，411，000円 3連単： 151，199，000円 計： 590，953，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 210円 � 170円 � 350円 枠 連（2－6） 860円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 450円 �� 960円 �� 610円

3 連 複 ��� 2，550円 3 連 単 ��� 16，650円

票 数

単勝票数 計 335492 的中 � 37352（4番人気）
複勝票数 計 511713 的中 � 63853（3番人気）� 93768（1番人気）� 31376（7番人気）
枠連票数 計 279276 的中 （2－6） 25062（3番人気）
馬連票数 計1033816 的中 �� 77242（1番人気）
馬単票数 計 439471 的中 �� 11930（5番人気）
ワイド票数 計 493668 的中 �� 29535（1番人気）�� 12607（10番人気）�� 20793（4番人気）
3連複票数 計1304110 的中 ��� 38242（4番人気）
3連単票数 計1511990 的中 ��� 6580（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―37．9―51．6―1：04．7―1：17．7―1：30．2―1：42．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルバサラ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 サザンヘイロー デビュー 2015．6．21 東京1着

2013．3．27生 牡3鹿 母 サザンレイスター 母母 レディプロフィール 4戦2勝 賞金 17，748，000円
〔制裁〕 ドゥラリュール号の騎手横山典弘は，1コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：10番・7番・15番）

ポロス号の騎手西村太一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ガルガンチュア号・シゲルナガイワシ号・ブライトリビング号・ミッテルレギ号
※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。

00008 1月5日 晴 良 （28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45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

816 ドリームドルチェ 牡4青鹿56 丸山 元気ライオンレースホース� 根本 康広 日高 滝本 健二 512＋ 21：11．1 7．8�
612� スティンライクビー 牡4青鹿56 吉田 豊 �ローレルレーシング 田村 康仁 青森 ワールドファーム 472＋ 6 〃 クビ 3．3�
23 ヤマニンシャンデル 牝4栗 54 田中 勝春土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 456＋141：11．73	 74．5�
35 � スズカアーサー 牡7鹿 57 丸田 恭介永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 492± 01：11．8	 11．5�
12 ディアゴッホ 牡5栗 57 内田 博幸ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 532＋ 6 〃 アタマ 152．2�
47 コンドルヒデオ 牡4鹿 56

55 ☆石川裕紀人 Him Rock Racing 田村 康仁 浦河 小島牧場 502＋ 41：11．9クビ 10．4	
24 � チェリーサマー 牡4鹿 56 松岡 正海櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 イーストファーム 514＋ 8 〃 ハナ 15．7

59 ヒカリマサムネ 牡6栗 57 柴田 善臣�ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 中川牧場 468± 01：12．11
 12．8�
48 セクシーボーイ 牡5鹿 57 F．ベリー �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 B488± 01：12．2クビ 18．7�
（愛）

36 トーセンミッション 牡4栗 56 横山 典弘島川 哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ
スティファーム B528＋10 〃 クビ 6．9�

714 ヤマニンブルジョン 牡6栗 57 柴山 雄一土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 494＋ 81：12．3クビ 40．3�
11 マ レ ー ナ 牝5黒鹿55 戸崎 圭太山本 英俊氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 492＋ 21：12．51	 4．5�
815 オーネットサクセス 牝6鹿 55 L．コントレラス 醍醐 伸之氏 森 秀行 新ひだか レースホース 456＋ 2 〃 ハナ 82．2�

（加）

611 シークレットアーム 牡7鹿 57 大野 拓弥�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 516± 0 〃 アタマ 204．0�
713 サンマディソン 牝5鹿 55 岩部 純二加藤 信之氏 萱野 浩二 新ひだか 斉藤スタッド 464＋141：12．71 48．8�
510� クリノサンタクルス 牡6鹿 57

54 ▲井上 敏樹栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 川島 良一 482＋161：13．01� 204．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，967，100円 複勝： 54，347，100円 枠連： 31，128，800円
馬連： 117，394，300円 馬単： 52，115，000円 ワイド： 56，291，000円
3連複： 142，538，200円 3連単： 180，573，700円 計： 669，355，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 310円 � 200円 � 1，740円 枠 連（6－8） 1，570円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 3，190円

ワ イ ド �� 570円 �� 9，620円 �� 4，480円

3 連 複 ��� 30，640円 3 連 単 ��� 153，290円

票 数

単勝票数 計 349671 的中 � 35498（4番人気）
複勝票数 計 543471 的中 � 46175（6番人気）� 85616（2番人気）� 6490（13番人気）
枠連票数 計 311288 的中 （6－8） 15339（7番人気）
馬連票数 計1173943 的中 �� 58214（4番人気）
馬単票数 計 521150 的中 �� 12227（8番人気）
ワイド票数 計 562910 的中 �� 27691（2番人気）�� 1436（69番人気）�� 3109（45番人気）
3連複票数 計1425382 的中 ��� 3489（95番人気）
3連単票数 計1805737 的中 ��� 854（509番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．7―12．1―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．4―46．5―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドリームドルチェ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2014．11．22 東京3着

2012．4．17生 牡4青鹿 母 オリジナルデザート 母母 パイナップルスター 9戦3勝 賞金 27，100，000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 カシノインカローズ号・サンレイクウッド号・シャラク号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



00009 1月5日 晴 良 （28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20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 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

23 マウントハレアカラ 牡4鹿 56 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 468＋ 81：53．3 4．8�
35 クラウンシャイン 牡4栗 56 黛 弘人�クラウン 蛯名 利弘 浦河 富塚ファーム 470＋ 4 〃 ハナ 50．9�
11 トウカイエントリー 牡5栗 57 勝浦 正樹内村 正則氏 栗田 徹 浦河 王蔵牧場 496－ 41：53．4� 5．9�
713 モンドアルジェンテ 牡4芦 56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 516－ 41：53．61	 2．5�
47 タイセイクルーズ 牡5栗 57 F．ベリー 田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 518－ 81：53．8� 59．2	

（愛）

58 ソルプレーサ 牡4黒鹿56 嘉藤 貴行西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 520＋ 41：54．01
 73．1

22 ツクバホシノオー 牡5鹿 57 吉田 豊荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム B512＋ 81：54．1クビ 32．4�
610 ヒラボククラウン 牡4栗 56 内田 博幸�平田牧場 須貝 尚介 日高 下河辺牧場 478± 0 〃 ハナ 12．1�
59 クラーロデルナ 牡7鹿 57 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 土田農場 502＋ 41：54．31
 39．3
814� ポンデザムール �6黒鹿57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 本間 忍 新ひだか 沖田 哲夫 506± 0 〃 ハナ 98．6�
611 エンキンドル 牡5青 57 蛯名 正義 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 B584＋ 41：54．72
 8．9�
34 ヴィルトグラーフ �6鹿 57 江田 照男 �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 B534－ 61：55．01� 189．3�
815 アメリカンダイナー �7鹿 57 柴山 雄一吉澤 克己氏 相沢 郁 米

Tony Holmes, Wal-
ter Zent & Win-
Star Farm LLC

484＋ 6 〃 ハナ 61．6�
46  ソルティコメント 牡4栗 56 石川裕紀人窪田 康志氏 藤沢 和雄 米 Craig B.

Singer 458＋ 21：55．1クビ 7．1�
712� ウインバローラス 牡4鹿 56 柴田 大知�ウイン 奥平 雅士 新ひだか 飯岡牧場 482－ 81：55．84 144．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 46，567，100円 複勝： 61，397，100円 枠連： 31，229，500円
馬連： 142，653，500円 馬単： 65，018，700円 ワイド： 61，995，300円
3連複： 163，103，200円 3連単： 243，364，100円 計： 815，328，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 200円 � 770円 � 220円 枠 連（2－3） 4，960円

馬 連 �� 8，320円 馬 単 �� 13，900円

ワ イ ド �� 2，470円 �� 700円 �� 2，340円

3 連 複 ��� 13，890円 3 連 単 ��� 90，940円

票 数

単勝票数 計 465671 的中 � 76192（2番人気）
複勝票数 計 613971 的中 � 90464（2番人気）� 16332（9番人気）� 79854（3番人気）
枠連票数 計 312295 的中 （2－3） 4872（18番人気）
馬連票数 計1426535 的中 �� 13273（21番人気）
馬単票数 計 650187 的中 �� 3507（40番人気）
ワイド票数 計 619953 的中 �� 6268（22番人気）�� 24151（7番人気）�� 6629（21番人気）
3連複票数 計1631032 的中 ��� 8804（39番人気）
3連単票数 計2433641 的中 ��� 1940（260番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―37．5―50．3―1：03．0―1：14．9―1：27．1―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マウントハレアカラ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 Dubai Destination デビュー 2014．12．20 中京1着

2012．2．6生 牡4鹿 母 リラックススマイル 母母 ヴェルヴェットクイーン 9戦2勝 賞金 29，568，000円
［他本会外：1戦1勝］

※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5日 晴 良 （28中山1）第1日 第10競走 ��
��1，600�ジュニアカップ

発走14時55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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

44 ダンツプリウス 牡3鹿 56 丸山 元気山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 504＋ 61：34．2 10．4�
810 アーバンキッド 牡3鹿 56 F．ベリー �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 472＋ 8 〃 ハナ 1．9�

（愛）

66 ショウナンアンセム 牡3芦 56 大野 拓弥�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 462＋ 41：34．41� 17．0�
22 ネバーリグレット 牡3芦 56 C．ルメール �G1レーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 492＋ 61：34．71	 4．6�
89 ゲ ッ カ コ ウ 牝3黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新ひだか 斉藤スタッド 448± 0 〃 クビ 22．8	
11 
 チェストケリリー 牝3栗 54 戸崎 圭太了德寺健二氏 武井 亮 米

Westwind Farm,
Mike Harris &
Susan Harris

476± 01：34．8クビ 11．4

78 ブ ロ ワ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行�ミルファーム 尾関 知人 浦河 ミルファーム 456± 01：34．9	 137．7�
55 ラヴアンドポップ 牡3鹿 57 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470＋ 81：35．21	 8．2�
77 メイプルキング 牡3鹿 56 長岡 禎仁節 英司氏 高市 圭二 新冠 高瀬牧場 460＋ 81：35．41� 53．8
33 
 アースコレクション 牡3鹿 56 蛯名 正義 �グリーンファーム尾関 知人 米

Nancy L. Terhune, Ern-
est Frohboese & The Un-
bridled’s Song Syndicate

514＋ 41：35．71	 11．6�
（10頭）

売 得 金
単勝： 60，089，700円 複勝： 85，639，300円 枠連： 26，569，600円
馬連： 154，300，100円 馬単： 95，092，300円 ワイド： 64，837，500円
3連複： 172，885，200円 3連単： 401，298，400円 計： 1，060，712，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 250円 � 110円 � 260円 枠 連（4－8） 1，030円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 3，480円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，010円 �� 420円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 19，020円

票 数

単勝票数 計 600897 的中 � 45927（4番人気）
複勝票数 計 856393 的中 � 52174（4番人気）� 412146（1番人気）� 50210（5番人気）
枠連票数 計 265696 的中 （4－8） 19949（5番人気）
馬連票数 計1543001 的中 �� 109573（5番人気）
馬単票数 計 950923 的中 �� 20456（13番人気）
ワイド票数 計 648375 的中 �� 34574（5番人気）�� 15278（14番人気）�� 41359（4番人気）
3連複票数 計1728852 的中 ��� 57587（8番人気）
3連単票数 計4012984 的中 ��� 15296（60番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．4―36．2―48．1―59．8―1：11．2―1：22．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．1―3F34．4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダンツプリウス �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2015．6．21 阪神4着

2013．3．1生 牡3鹿 母 ストロングレダ 母母 ハートオンウェーブ 8戦2勝 賞金 35，232，000円
〔制裁〕 ネバーリグレット号の騎手C．ルメールは，2コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。（被害

馬：3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。

２レース目



00011 1月5日 晴 良 （28中山1）第1日 第11競走 ��
��2，000�第65回日刊スポーツ賞中山金杯（ＧⅢ）

発走15時30分 （芝・右）
4歳以上，27．1．4以降27．12．27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 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 525，000円 150，000円 75，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

45 ヤマカツエース 牡4栗 56 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 492＋ 62：01．2 4．9�
57 マイネルフロスト 牡5芦 57 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 488＋ 42：01．3� 6．9�
610 フ ル ー キ ー 牡6青鹿57．5 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 490＋ 62：01．4� 3．4�
814 ライズトゥフェイム 牡6鹿 56 石川裕紀人 �シルクレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋ 42：01．61� 12．4�
33 ステラウインド 牡7黒鹿56 蛯名 正義前田 幸治氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 490＋ 4 〃 アタマ 17．2	
46 ブライトエンブレム 牡4鹿 56 C．ルメール �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 492＋ 4 〃 アタマ 4．8

22 スピリッツミノル 牡4栗 53 酒井 学吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 494－ 42：01．7クビ 28．6�
34 ネオリアリズム 牡5栗 55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 496－ 4 〃 同着 6．7�
813 マイネルディーン 牡7青 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 新冠橋本牧場 464＋202：01．8	 57．2
11 ロンギングダンサー 牡7黒鹿53 吉田 豊坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 494＋ 22：02．01 55．4�
58 フラアンジェリコ 牡8栗 55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 516＋ 62：02．21� 67．7�
712 バロンドゥフォール 牡6鹿 54 横山 典弘窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 490＋ 62：02．41� 28．3�
711 メイショウカンパク 牡9黒鹿53 大野 拓弥松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 484± 0 〃 ハナ 146．0�

（13頭）
69 ベ ル ー フ 牡4鹿 56 F．ベリー �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 478－ 6 （競走除外）
（愛）

売 得 金
単勝： 192，552，700円 複勝： 244，748，100円 枠連： 237，380，200円
馬連： 896，397，300円 馬単： 295，732，900円 ワイド： 262，382，100円
3連複： 972，293，900円 3連単： 1，504，001，200円 計： 4，605，488，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 160円 � 170円 � 140円 枠 連（4－5） 1，070円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 3，160円

ワ イ ド �� 490円 �� 380円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，850円 3 連 単 ��� 11，190円

票 数

単勝票数 差引計1925527（返還計198704） 的中 � 309476（3番人気）
複勝票数 差引計2447481（返還計229523） 的中 � 370263（3番人気）� 332745（4番人気）� 512098（1番人気）
枠連票数 差引計2373802（返還計116280） 的中 （4－5） 170616（4番人気）
馬連票数 差引計8963973（返還計2656968） 的中 �� 441275（6番人気）
馬単票数 差引計2957329（返還計895079） 的中 �� 70034（11番人気）
ワイド票数 差引計2623821（返還計679976） 的中 �� 134390（4番人気）�� 180270（2番人気）�� 134031（5番人気）
3連複票数 差引計9722939（返還計4743561） 的中 ��� 392078（2番人気）
3連単票数 差引計15040012（返還計7648153） 的中 ��� 97367（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．8―37．2―49．5―1：02．3―1：14．6―1：26．9―1：38．7―1：49．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマカツエース �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2014．6．22 函館6着

2012．3．22生 牡4栗 母 ヤマカツマリリン 母母 イクセプトフォーワンダ 15戦5勝 賞金 184，524，000円
〔競走除外〕 ベルーフ号は，馬場入場時に放馬。疾病〔左前肢挫創〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 ベルーフ号の調教師池江泰寿は，馬装について注意義務を怠り過怠金100，000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。

00012 1月5日 晴 良 （28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05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

48 アンタラジー 牡4黒鹿56 C．ルメール 池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 510＋ 21：33．6 1．8�
23 ルナプロスペクター 牡4鹿 56 F．ベリー �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 456－ 4 〃 アタマ 10．8�

（愛）

47 ダイワミランダ 牝4栗 54 横山 典弘大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 494± 01：34．02� 15．6�
815 パワースラッガー 牡5鹿 57 田中 勝春丸岡 啓一氏 菊川 正達 安平 吉田牧場 482± 0 〃 ハナ 13．4�
611 レッドルモンド 牡4青鹿56 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 522＋ 81：34．1� 29．8	
35 ホワイトウインド 牝4芦 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 むかわ 真壁 信一 452± 01：34．2� 21．3

12 ストリートキャップ 牡4芦 56 戸崎 圭太 �ローレルレーシング 斎藤 誠 新冠 佐藤 信広 484＋ 61：34．41 5．6�
612	 レインボーラヴラヴ 牝5青鹿55 内田 博幸飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 452＋ 2 〃 ハナ 18．9�
59 セイントバローズ 牡4鹿 56 蛯名 正義猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富田牧場 488＋10 〃 クビ 46．8
24 ローズマンブリッジ 牝6鹿 55 石橋 脩吉田 勝己氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 492± 0 〃 アタマ 14．3�
510 ピュアノアール 牝4鹿 54 津村 明秀髙橋 貴士氏 武藤 善則 登別 ユートピア牧場 442＋ 2 〃 アタマ 104．0�
713 ボージェスト 牝5栗 55 柴山 雄一吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：34．71
 31．1�
11 	 ジョーチャーリー 牡5黒鹿 57

54 ▲井上 敏樹上田けい子氏 畠山 吉宏 浦河 バンブー牧場 474＋161：34．8
 345．4�
36 ショウナンアズサ 牝6鹿 55 池添 謙一国本 哲秀氏 高野 友和 日高 シンボリ牧場 B520－10 〃 アタマ 67．8�
816 ウエスタンオウジ �6鹿 57 L．コントレラス 西川 賢氏 大竹 正博 新ひだか ウエスタンファーム 492－161：35．22� 177．3�

（加）

714 デルマアラレチャン 牝5鹿 55
53 △伴 啓太浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーヒルファーム 472± 01：36．47 136．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 76，514，200円 複勝： 105，920，700円 枠連： 56，341，900円
馬連： 227，200，600円 馬単： 110，169，800円 ワイド： 101，106，400円
3連複： 264，659，700円 3連単： 483，736，100円 計： 1，425，649，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 240円 � 310円 枠 連（2－4） 530円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 430円 �� 590円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 5，230円 3 連 単 ��� 14，390円

票 数

単勝票数 計 765142 的中 � 334788（1番人気）
複勝票数 計1059207 的中 � 368942（1番人気）� 89074（3番人気）� 60405（6番人気）
枠連票数 計 563419 的中 （2－4） 81341（2番人気）
馬連票数 計2272006 的中 �� 158561（2番人気）
馬単票数 計1101698 的中 �� 57906（2番人気）
ワイド票数 計1011064 的中 �� 64070（2番人気）�� 44177（5番人気）�� 11658（24番人気）
3連複票数 計2646597 的中 ��� 37912（16番人気）
3連単票数 計4837361 的中 ��� 24357（30番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―11．0―11．7―12．3―11．6―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．1―35．1―46．8―59．1―1：10．7―1：22．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アンタラジー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2014．10．25 東京2着

2012．3．6生 牡4黒鹿 母 プリティカリーナ 母母 Ile de France 6戦3勝 賞金 27，100，000円
〔制裁〕 ホワイトウインド号の騎手柴田大知は，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） 2頭 スターファセット号・ハイアーヴォルト号
※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。

４レース目



（28中山1）第1日 1月5日（火曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 179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

264，270，000円
6，460，000円
1，570，000円
29，390，000円
73，355，000円
4，875，000円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
609，060，500円
909，970，600円
525，444，800円
2，075，765，400円
899，007，100円
829，392，700円
2，411，715，900円
3，752，216，600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 12，012，573，600円

総入場人員 36，317名 （有料入場人員 33，545名）
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