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00013 1月9日 晴 良 （28中山1）第2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

23 ルグランシェクル 牡3黒鹿56 戸崎 圭太藤田 岳彦氏 斎藤 誠 日高 木村牧場 B460＋ 41：12．7 2．0�
48 リバティークイーン 牝3黒鹿54 吉田 隼人平川 浩之氏 小笠 倫弘 様似 澤井 義一 460＋ 21：12．8� 3．8�
510 タマムーンフェイス 牡3鹿 56 津村 明秀玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 488＋ 41：13．43� 21．2�
24 コントロールタワー 牡3鹿 56

54 △伴 啓太平本 敏夫氏 加藤 和宏 新ひだか 白井 吉美 B442± 01：13．5� 216．2�
714 プログレスウェイ 牡3鹿 56 村田 一誠吉野 弘司氏 金成 貴史 新冠 斉藤 安行 498＋ 41：13．71 7．9�
611 アンダーザサン 牡3鹿 56 菅原 隆一島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 514＋261：13．8� 129．2	
12 ブラックゼウス 牡3黒鹿56 大野 拓弥田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 土田 扶美子 482＋ 41：14．12 17．1

35 ア イ ド ル 牝3鹿 54 武士沢友治宮崎 金造氏 小桧山 悟 新冠 榊原 光子 428＋ 81：14．2� 211．4�
47 チ ャ ロ レ イ 牝3鹿 54 柴山 雄一髙樽さゆり氏 高橋 裕 浦河 小島牧場 486＋ 2 〃 ハナ 84．9�
713 エクセルレジェンド 牡3黒鹿56 石橋 脩谷川 正純氏 松山 将樹 新ひだか 筒井 征文 424－ 61：14．41� 134．3
815 デルマジロキチ 牡3鹿 56 横山 和生浅沼 廣幸氏 的場 均 日高 ファニーヒルファーム 450± 01：14．5� 12．9�
59 エンゼルトリック 牝3黒鹿54 黛 弘人泉 俊二氏 伊藤 圭三 厚真 大川牧場 470＋ 21：15．24 222．6�
816 クロシオサンカ 牡3鹿 56 柴田 善臣岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 村上 欽哉 422＋ 41：16．05 337．9�
36 サイモンジェッター 牡3黒鹿56 田辺 裕信澤田 昭紀氏 中舘 英二 浦河 三嶋牧場 470＋ 81：16．21� 28．8�
11 アルタモーダ 牡3栗 56 内田 博幸ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 松栄牧場 B510＋ 41：16．51� 8．9�

（15頭）
612 ミツカネプリンセス 牝3鹿 54 勝浦 正樹小山田 満氏 田島 俊明 浦河 畔高牧場 472＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 24，711，300円 複勝： 49，778，200円 枠連： 15，453，100円
馬連： 65，878，100円 馬単： 37，718，200円 ワイド： 39，797，100円
3連複： 88，656，100円 3連単： 123，153，800円 計： 445，145，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 140円 � 320円 枠 連（2－4） 460円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 210円 �� 690円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 2，290円 3 連 単 ��� 7，250円

票 数

単勝票数 差引計 247113（返還計 7161） 的中 � 96711（1番人気）
複勝票数 差引計 497782（返還計 15306） 的中 � 233603（1番人気）� 67554（2番人気）� 19647（6番人気）
枠連票数 差引計 154531（返還計 153） 的中 （2－4） 25820（1番人気）
馬連票数 差引計 658781（返還計 55384） 的中 �� 114295（1番人気）
馬単票数 差引計 377182（返還計 30688） 的中 �� 39635（1番人気）
ワイド票数 差引計 397971（返還計 37874） 的中 �� 60694（1番人気）�� 13273（8番人気）�� 8293（13番人気）
3連複票数 差引計 886561（返還計143258） 的中 ��� 28929（7番人気）
3連単票数 差引計1231538（返還計193469） 的中 ��� 12303（19番人気）

ハロンタイム 11．8―11．0―11．9―12．5―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．8―34．7―47．2―59．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F38．0
3 3，8（1，14）（2，4）（9，10）（7，6）13（11，5）16－15 4 ・（3，8）14（4，10）－（1，2）（9，13）7－（11，6，5）（16，15）
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ルグランシェクル �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2015．7．4 福島16着

2013．3．3生 牡3黒鹿 母 バラベルサイユ 母母 ナイスグリンベル 7戦1勝 賞金 11，800，000円
〔競走除外〕 ミツカネプリンセス号は，馬場入場後に疾病〔左寛跛行〕を発症したため競走除外。
〔発走状況〕 デルマジロキチ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
※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） 2頭 キーライム号・ユイノロマン号
（非抽選馬） 8頭 オヒアレフア号・サトノアイリ号・サフランナイト号・サンダーバトル号・トミケンブリクセム号・ミキノカブキ号・

ラブオールミー号・ラブジェネラル号

00014 1月9日 晴 良 （28中山1）第2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 セレンディップ 牝3栗 54 三浦 皇成星野 壽市氏 上原 博之 日高 前野牧場 498－ 81：57．2 41．5�
714 コウソクライン 牡3栗 56 柴田 大知野﨑 昭夫氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム B516－ 21：57．62� 6．5�
47 ニシノファルコン 牡3黒鹿56 大庭 和弥西村 亮二氏 高橋 文雅 浦河 王蔵牧場 B466＋ 2 〃 ハナ 2．2�
36 バンダムザブラッド 牡3黒鹿56 武士沢友治山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 486＋ 41：57．7� 21．9�
11 キタノイチジョー 牡3鹿 56 柴山 雄一河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 472－ 41：57．8� 14．3�
611 ノンシュガー 牡3芦 56 吉田 豊�G1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 514± 01：58．43� 12．3	
815 ガオガイリュイ 牡3栗 56 田辺 裕信スリースターズレーシング 田村 康仁 新冠 つつみ牧場 482± 01：58．72 4．0

713 マーズアタック 牝3栗 54 横山 典弘島川 �哉氏 成島 英春 浦河 バンブー牧場 458＋ 41：58．8クビ 77．7�
24 ニシノライト 牡3栗 56

55 ☆石川裕紀人西山 茂行氏 菅原 泰夫 新冠 村上 欽哉 456＋ 41：58．9� 193．2
12 サ ノ マ ル 牡3栗 56 内田 博幸ビジョンサラブレッドクラブ 尾形 和幸 新冠 ハクツ牧場 482＋ 21：59．21� 14．0�
816 フ ル ミ リ エ 牡3栗 56 田中 勝春加藤 信之氏 藤沢 和雄 日高 モリナガファーム 508－ 22：00．9大差 46．4�
59 	 ワンダーウノ 牡3芦 56 江田 照男岡田 牧雄氏 牧 光二 米 John R. Penn B510＋122：01．11
 28．1�
23 シゲルコブダイ 牝3鹿 54 黛 弘人森中 蕃氏 伊藤 正徳 むかわ サイファーム 420－ 42：01．2� 440．0�
510 マキノジェット 牡3鹿 56 丸山 元気島宮 萬喜氏 土田 稔 様似 清水スタッド 510－ 8 〃 ハナ 281．0�
612 ボーディングパス �3黒鹿56 石橋 脩 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484＋18 〃 同着 93．6�
48 サ ジ タ リ オ 牡3鹿 56 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 大和田 成 浦河 畔高牧場 464－ 22：01．94 65．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，418，900円 複勝： 47，047，900円 枠連： 17，383，500円
馬連： 68，918，100円 馬単： 33，765，000円 ワイド： 40，075，700円
3連複： 89，399，400円 3連単： 109，527，300円 計： 436，535，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，150円 複 勝 � 740円 � 180円 � 130円 枠 連（3－7） 3，900円

馬 連 �� 16，120円 馬 単 �� 32，130円

ワ イ ド �� 4，070円 �� 2，310円 �� 400円

3 連 複 ��� 12，580円 3 連 単 ��� 121，790円

票 数

単勝票数 計 304189 的中 � 5857（9番人気）
複勝票数 計 470479 的中 � 10653（9番人気）� 69802（3番人気）� 122416（1番人気）
枠連票数 計 173835 的中 （3－7） 3453（15番人気）
馬連票数 計 689181 的中 �� 3313（37番人気）
馬単票数 計 337650 的中 �� 788（77番人気）
ワイド票数 計 400757 的中 �� 2362（40番人気）�� 4216（24番人気）�� 29039（2番人気）
3連複票数 計 893994 的中 ��� 5327（36番人気）
3連単票数 計1095273 的中 ��� 652（331番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―13．1―13．4―12．9―13．3―13．6―13．5―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―37．0―50．4―1：03．3―1：16．6―1：30．2―1：43．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セレンディップ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 オペラハウス デビュー 2015．11．1 東京7着

2013．4．4生 牝3栗 母 オペラレディ 母母 レディステラ 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ニシノファルコン号の騎手大庭和弥は，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30，000円。（被害馬：16番・

10番・9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。
（非抽選馬） 4頭 シゲルマンタ号・ショウブバリキ号・ディーゼルパワー号・ブロンテ号

第１回 中山競馬 第２日



00015 1月9日 晴 良 （28中山1）第2日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時55分 （ダート・右）

牝，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
1：08．7
1：08．7

重
重

11 ソロダンサー 牝3鹿 54 内田 博幸�G1レーシング 武藤 善則 安平 追分ファーム 476 ―1：14．0 1．8�
48 キョウエイラヴ 牝3鹿 54 戸崎 圭太田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 沖田 忠幸 474 ―1：14．1� 4．6�
35 チビノヴァルタン 牝3鹿 54 吉田 豊梅澤 明氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 442 ―1：14．41� 21．0�
510 メイショウヒナタ 牝3青鹿 54

51 ▲木幡 初也松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 木戸口牧場 450 ― 〃 ハナ 13．1�
713 トラストフィガー 牝3鹿 54

53 ☆石川裕紀人菅波立知子氏 斎藤 誠 新冠 守矢牧場 460 ―1：14．5� 7．3�
816 シンメトリック 牝3黒鹿54 勝浦 正樹 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 430 ―1：14．81� 19．2	
36 ワンドロップ 牝3鹿 54 柴田 大知 Him Rock Racing 上原 博之 日高 タバタファーム 444 ―1：15．22� 15．7

612 リフレクシブラヴ 牝3黒鹿54 大庭 和弥堀口 晴男氏 石栗 龍彦 浦河 高岸 順一 476 ―1：15．3� 68．3�
23 エルブランシュ 牝3鹿 54 江田 照男 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 小池 博幸 448 ― 〃 ハナ 11．5�
714 ペイシャインクロス 牝3黒鹿54 西田雄一郎北所 直人氏 本間 忍 日高 中川 欽一 382 ―1：16．04 229．5
611 ホシノブーケ 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎村山 忠弘氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 424 ―1：16．1� 275．6�
815 サ ン オ カ ラ 牝3栗 54 岩部 純二加藤 信之氏 的場 均 新ひだか 友田牧場 464 ―1：16．31� 189．9�
24 ハイアガール 牝3鹿 54 丸田 恭介�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか 三宅牧場 434 ―1：16．4� 148．2�
59 グランドスリジエ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行田畑 利彦氏 石栗 龍彦 浦河 モトスファーム 500 ―1：16．5クビ 218．6�
12 アロットメント 牝3栗 54 村田 一誠冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新ひだか 藤本牧場 410 ― 〃 ハナ 282．8�
47 ウメジマコマチ 牝3鹿 54 長岡 禎仁村田 滋氏 柄崎 孝 日高 松平牧場 410 ―1：17．45 245．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，936，300円 複勝： 35，695，200円 枠連： 16，259，300円
馬連： 56，265，600円 馬単： 35，092，300円 ワイド： 30，234，200円
3連複： 68，200，000円 3連単： 96，089，600円 計： 368，772，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 130円 � 150円 � 360円 枠 連（1－4） 430円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 210円 �� 940円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 2，650円 3 連 単 ��� 8，270円

票 数

単勝票数 計 309363 的中 � 130722（1番人気）
複勝票数 計 356952 的中 � 93557（1番人気）� 64888（2番人気）� 17035（8番人気）
枠連票数 計 162593 的中 （1－4） 28982（1番人気）
馬連票数 計 562656 的中 �� 100877（1番人気）
馬単票数 計 350923 的中 �� 38582（1番人気）
ワイド票数 計 302342 的中 �� 45261（1番人気）�� 7264（13番人気）�� 4852（19番人気）
3連複票数 計 682000 的中 ��� 19277（8番人気）
3連単票数 計 960896 的中 ��� 8418（20番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．9―12．6―13．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．6―35．5―48．1―1：01．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソロダンサー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Proud Citizen 初出走

2013．3．1生 牝3鹿 母 ドリーボンズレガシー 母母 Kelly Amber 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 トラストフィガー号の調教師斎藤誠は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000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） 8頭 アイアムプレシャス号・アゼールリドー号・アポロアロマ号・キセキノムスメ号・チャーム号・

ツインフルムーン号・ヤマニンパスティユ号・リンガスウーノ号

00016 1月9日 晴 良 （28中山1）第2日 第4競走 ��2，400�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
2：28．8
2：28．6

重
不良

711 クワッドアクセル 牡4栗 56 勝浦 正樹�明栄商事 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 464＋102：38．3 26．1�
610� ペイシャゴンジセ 牡5鹿 57 西田雄一郎北所 直人氏 本間 忍 新冠 隆栄牧場 488＋ 62：38．51� 41．4�
814 ヘイローフォンテン 牡6鹿 57 丸山 元気吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 B536－ 22：38．82 12．9�
813 インパルション �7鹿 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 大江原 哲 日高 出口牧場 472＋ 22：39．01� 42．6�
58 � ユーガッタフレンド 牡5鹿 57 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 宮内牧場 494－ 42：39．1クビ 165．6�
11 ゲンパチケンザン 牡5栗 57 松岡 正海平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 加野牧場 522＋ 6 〃 クビ 16．1	
69 ユアザイオン 牝4黒鹿54 嶋田 純次ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B498± 0 〃 ハナ 12．7

33 レアルイモン 牡4栗 56 二本柳 壮井門 昭二氏 松永 康利 日高 坂 牧場 B502＋ 22：39．2	 4．6�
57 デバイスドライバー 牡4栗 56 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 518＋ 22：39．41 2．5�
34 オーマイホース 牡4鹿 56

55 ☆石川裕紀人髙岡 義雄氏 清水 英克 新ひだか 見上牧場 474＋ 42：40．99 58．3
712 メイショウキシドウ 牡4鹿 56 石橋 脩松本 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 486－ 22：41．32	 30．1�
46 マイネルポルトゥス 牡4鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新ひだか 谷藤 弘美 482－ 42：41．83 9．8�
45 � レオナビゲート 牡5黒鹿57 黛 弘人�レオ 奥平 雅士 新ひだか グランド牧場 488± 02：42．11	 6．6�
22 サトノバセロン �5青鹿57 丸田 恭介里見 治氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 502± 02：43．16 37．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，434，500円 複勝： 34，776，200円 枠連： 17，859，900円
馬連： 60，586，200円 馬単： 33，694，300円 ワイド： 35，333，600円
3連複： 81，887，300円 3連単： 105，805，800円 計： 395，377，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，610円 複 勝 � 710円 � 830円 � 400円 枠 連（6－7） 5，680円

馬 連 �� 41，660円 馬 単 �� 90，570円

ワ イ ド �� 11，790円 �� 3，230円 �� 6，450円

3 連 複 ��� 121，610円 3 連 単 ��� 996，220円

票 数

単勝票数 計 254345 的中 � 7783（8番人気）
複勝票数 計 347762 的中 � 12553（9番人気）� 10636（11番人気）� 24845（5番人気）
枠連票数 計 178599 的中 （6－7） 2433（21番人気）
馬連票数 計 605862 的中 �� 1127（70番人気）
馬単票数 計 336943 的中 �� 279（142番人気）
ワイド票数 計 353336 的中 �� 768（74番人気）�� 2854（37番人気）�� 1411（57番人気）
3連複票数 計 818873 的中 ��� 505（221番人気）
3連単票数 計1058058 的中 ��� 77（1417番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―12．2―13．7―14．3―13．5―13．3―12．7―12．9―13．2―13．6―15．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―23．7―35．9―49．6―1：03．9―1：17．4―1：30．7―1：43．4―1：56．3―2：09．5―2：23．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F54．9―3F42．0
1
�
10（5，6）2－（4，12）－7－（14，9）（11，8）1，13－3
10－（5，6）（4，12，7）2（1，14，9，3）11－13，8

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

勝馬の
紹 介

クワッドアクセル �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2014．8．10 新潟13着

2012．3．16生 牡4栗 母 ト ピ ア リ ー 母母 アラビックナイト 14戦2勝 賞金 15，840，000円



00017 1月9日 晴 良 （28中山1）第2日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走12時15分 （芝・右・外）

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
1：30．7
1：30．7

良
良

611 ショコラーチ 牝3鹿 54
53 ☆石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 444± 01：36．5 9．6�

48 コスモレティクルム 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 438＋ 41：36．6� 13．6�
713 ナムラバイオレット 牝3栗 54 松岡 正海奈村 睦弘氏 岩戸 孝樹 日高 いとう牧場 482＋ 2 〃 ハナ 10．5�
714 プエルトプリンセサ 牝3鹿 54 三浦 皇成丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 420± 0 〃 ハナ 35．2�
24 アルスフェルト 牝3黒鹿54 内田 博幸�G1レーシング 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 21：36．7� 5．2	
612 ラレッサングル 牝3鹿 54 柴田 善臣 �キャロットファーム 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 438＋ 2 〃 クビ 3．1

815 ラベンダーメモリー 牝3鹿 54 江田 照男田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 青森 一山育成牧場 B434＋ 2 〃 クビ 16．8�
816 ファニーヒロイン 牝3栗 54 大野 拓弥青芝商事� 戸田 博文 千歳 社台ファーム 480＋ 41：36．8� 11．4�
59 ブリガアルタ 牝3鹿 54 田辺 裕信 �サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 436－ 21：37．01� 6．6
12 ユキノアプローズ 牝3鹿 54 田中 勝春井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 426－ 2 〃 ハナ 29．6�
510 ブライテストムーン 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 396－ 21：37．32 30．7�
23 オールプリュネル 牝3鹿 54 蛯名 正義 �社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 442± 01：37．4� 52．5�
35 ウインプリマ 牝3栗 54 黛 弘人�ウイン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 434＋ 41：37．5クビ 100．4�
36 フラワーオブライフ 牝3鹿 54 村田 一誠前田 葉子氏 田中 剛 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480－ 41：37．92� 45．7�
11 ポ テ ン ツ ァ 牝3鹿 54 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 菊沢 隆徳 新ひだか キヨミネ牧場 468＋ 4 〃 クビ 81．5�
47 ロイヤルビーナス 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也入山 和男氏 松山 将樹 新ひだか 山野牧場 416＋ 61：38．32� 99．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，478，700円 複勝： 60，550，200円 枠連： 26，164，400円
馬連： 83，843，400円 馬単： 42，022，100円 ワイド： 51，214，200円
3連複： 110，521，200円 3連単： 136，076，200円 計： 545，870，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 310円 � 340円 � 350円 枠 連（4－6） 1，580円

馬 連 �� 4，610円 馬 単 �� 8，740円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 1，400円 �� 1，590円

3 連 複 ��� 11，680円 3 連 単 ��� 68，940円

票 数

単勝票数 計 354787 的中 � 29480（4番人気）
複勝票数 計 605502 的中 � 52885（4番人気）� 46996（5番人気）� 44087（6番人気）
枠連票数 計 261644 的中 （4－6） 12814（5番人気）
馬連票数 計 838434 的中 �� 14066（18番人気）
馬単票数 計 420221 的中 �� 3605（35番人気）
ワイド票数 計 512142 的中 �� 9482（13番人気）�� 9470（14番人気）�� 8235（18番人気）
3連複票数 計1105212 的中 ��� 7095（36番人気）
3連単票数 計1360762 的中 ��� 1431（231番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―12．1―12．2―12．9―12．4―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．4―35．5―47．7―1：00．6―1：13．0―1：24．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．8―3F35．9

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

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

ショコラーチ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2015．11．7 東京3着

2013．5．5生 牝3鹿 母 ウ イ ッ チ 母母 エレンディラ 4戦1勝 賞金 8，050，000円
〔発走状況〕 ショコラーチ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 フラワーオブライフ号の騎手村田一誠は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜こうとしたことについ

て過怠金30，000円。（被害馬：7番）
〔その他〕 ユキノアプローズ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ユキノアプローズ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年2月9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 グラスアンジェラ号・シャインプラチナム号・メロメロパンチ号

00018 1月9日 晴 良 （28中山1）第2日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時45分 （芝・右・外）
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
1：06．7
1：06．5

良
良

815 レッドラウダ 牡3鹿 56
55 ☆石川裕紀人 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 524＋121：08．6 2．5�

12 フ ァ ド 牝3栗 54 吉田 豊森岡 幸人氏 矢野 英一 日高 浜本牧場 476＋ 21：09．02� 4．8�
612 マイネルラック 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 浦河 木村牧場 468－ 41：09．1� 11．4�
59 キングハート 牡3鹿 56 江田 照男増田 陽一氏 星野 忍 新冠 奥山 博 468＋ 2 〃 クビ 19．1�
36 フリームーヴメント 牡3栗 56 丸田 恭介ディアレストクラブ� 宗像 義忠 浦河 三嶋牧場 444＋ 4 〃 ハナ 8．9�
510 カ ネ ノ イ ロ 牡3鹿 56 柴田 善臣江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 452－ 21：09．2� 17．8	
24 マカーオーン 牡3鹿 56 横山 和生ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 浦河 	川 啓一 474－ 21：09．3クビ 112．9

35 バシレウスライオン 牡3鹿 56 柴山 雄一ライオンレースホース� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 458＋ 41：09．51
 3．9�
713 グレートヒット 牡3栗 56 丹内 祐次黒川 哲美氏 武井 亮 新冠 ハクツ牧場 450± 0 〃 クビ 195．1�
714 キャラメルサレ 牝3栗 54 西田雄一郎ミルファーム 根本 康広 浦河 バンブー牧場 470＋ 2 〃 ハナ 240．9�
11 グリーンバシリスク 牝3栗 54 大庭 和弥石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ムラカミファーム 456＋ 4 〃 ハナ 50．4�
611 アルマククナ 牝3鹿 54 勝浦 正樹コウトミックレーシング 中舘 英二 浦河 大西ファーム 416＋ 21：09．71 59．4�
47 プリンセスオーラ 牝3鹿 54 大野 拓弥大森 悌次氏 新開 幸一 浦河 	川 啓一 420± 0 〃 クビ 99．3�
816 アポロジョージア 牡3黒鹿56 内田 博幸アポロサラブレッドクラブ 尾形 和幸 新冠 中本 隆志 450－ 41：09．8クビ 132．6�
23 ル キ ナ 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 466＋ 61：10．01
 75．3�

48 � マジカルモーメント 牡3栗 56 三浦 皇成谷岡 毅氏 田島 俊明 新ひだか 山田牧場 514＋ 81：11．27 149．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，118，400円 複勝： 54，515，800円 枠連： 23，983，500円
馬連： 84，460，000円 馬単： 44，359，100円 ワイド： 43，651，500円
3連複： 97，321，000円 3連単： 146，121，900円 計： 528，531，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 170円 � 220円 枠 連（1－8） 620円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 330円 �� 520円 �� 740円

3 連 複 ��� 1，640円 3 連 単 ��� 6，020円

票 数

単勝票数 計 341184 的中 � 105618（1番人気）
複勝票数 計 545158 的中 � 153265（1番人気）� 78361（3番人気）� 48533（5番人気）
枠連票数 計 239835 的中 （1－8） 29662（2番人気）
馬連票数 計 844600 的中 �� 98441（2番人気）
馬単票数 計 443591 的中 �� 31601（2番人気）
ワイド票数 計 436515 的中 �� 36725（2番人気）�� 20914（5番人気）�� 14165（8番人気）
3連複票数 計 973210 的中 ��� 44476（4番人気）
3連単票数 計1461219 的中 ��� 17592（9番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．2―11．4―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．6―45．0―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F35．0
3 ・（3，7）（1，8）（5，9）（2，15）（4，13，12）10，16（6，11）－14 4 ・（3，7）（1，5，8，9）（2，15）12（4，13）10，16（6，11）－14

勝馬の
紹 介

レッドラウダ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Machiavellian デビュー 2015．7．19 中京3着

2013．3．26生 牡3鹿 母 ヘヴンリーソング 母母 Heavenly Music 6戦2勝 賞金 29，522，000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 ハートイズハート号



00019 1月9日 晴 良 （28中山1）第2日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時15分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

816 エメラルエナジー 牡4栗 56 吉田 豊高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 500＋201：54．6 18．8�
611 ベルウッドケルン 牡4栗 56 柴田 善臣鈴木 照雄氏 本間 忍 伊達 高橋農場 476＋141：55．34 45．5�
713 ピアシングステア 牡4栗 56 内田 博幸水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 492＋ 21：55．51� 3．4�
815 アップルハウス 牡6青鹿57 平野 優新木 鈴子氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム B470＋ 2 〃 クビ 5．1�
612� アルディバイン 牡5鹿 57 戸崎 圭太髙樽さゆり氏 高橋 裕 浦河 山下 恭茂 B500＋ 61：55．71 4．6�
11 マイネルヴォーダン 牡4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 B516＋ 61：55．8� 31．5	
714 コ マ ク サ 牡4黒鹿56 武士沢友治江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 森田 芳男 470＋ 41：55．9� 22．6

59 レッドカノーヴァ 牡4黒鹿56 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 新冠 パカパカ

ファーム 474＋ 81：56．0クビ 14．2�
510 ノーブルクリスタル 牡4鹿 56 勝浦 正樹吉木 伸彦氏 水野 貴広 洞	湖 レイクヴィラファーム 474＋ 41：56．1� 144．7�
47 � クリノエビスジン 牡5鹿 57 F．ベリー 栗本 博晴氏 天間 昭一 青森 イズモリファーム 492＋10 〃 アタマ 8．3

（愛）

48 � エターナルヒーロー 
6黒鹿57 柴山 雄一岡田 牧雄氏 栗田 博憲 むかわ 東振牧場 482－ 81：56．31� 11．0�
36 カシノカーム 牡5芦 57 西田雄一郎柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 B494＋201：56．51 42．9�
35 パイロキシン 牡4栗 56 村田 一誠加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 498＋14 〃 アタマ 31．3�
12 チャンスメイク 牡5青 57

55 △伴 啓太平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 B468＋281：56．81� 43．6�
23 コスモラヴモア 牡5鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 浦河 村下牧場 508＋181：56．9� 49．4�
24 ダノンアイガー 牡6芦 57 大野 拓弥�ダノックス 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 512－ 41：58．8大差 58．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，167，400円 複勝： 52，617，000円 枠連： 27，242，700円
馬連： 87，771，400円 馬単： 39，570，400円 ワイド： 50，419，200円
3連複： 109，106，300円 3連単： 134，613，500円 計： 532，507，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，880円 複 勝 � 520円 � 1，230円 � 160円 枠 連（6－8） 1，100円

馬 連 �� 53，350円 馬 単 �� 97，300円

ワ イ ド �� 12，100円 �� 1，280円 �� 2，540円

3 連 複 ��� 40，070円 3 連 単 ��� 410，060円

票 数

単勝票数 計 311674 的中 � 13224（7番人気）
複勝票数 計 526170 的中 � 22409（8番人気）� 8658（15番人気）� 119023（1番人気）
枠連票数 計 272427 的中 （6－8） 19061（5番人気）
馬連票数 計 877714 的中 �� 1275（100番人気）
馬単票数 計 395704 的中 �� 305（187番人気）
ワイド票数 計 504192 的中 �� 1047（94番人気）�� 10467（10番人気）�� 5112（30番人気）
3連複票数 計1091063 的中 ��� 2042（124番人気）
3連単票数 計1346135 的中 ��� 238（1104番人気）

ハロンタイム 12．9―12．5―13．3―13．1―12．3―12．1―12．4―12．4―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．4―38．7―51．8―1：04．1―1：16．2―1：28．6―1：41．0

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

エメラルエナジー �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．2．21 東京2着

2012．3．16生 牡4栗 母 セトウチソーラー 母母 サマーヴォヤージュ 9戦2勝 賞金 18，240，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 キングイマデショウ号・テイエムコンドル号
※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。

00020 1月9日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （28中山1）第2日 第8競走 ��3，200�

なかやましんしゅん

中山新春ジャンプステークス
発走13時50分 （芝・ダート）

4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
賞 品

本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード3：31．0良・良

55 ニホンピロバロン 牡6栗 60 高田 潤小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 476＋ 23：35．5 2．6�
22 リヴゴーシュ �4栗 59 林 満明�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 512－163：35．6� 6．9�
88 ゴールデンヒーロー �6鹿 60 平沢 健治 �シルクレーシング 北出 成人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 63：36．13 5．4�
44 ドリームハヤテ 牡6鹿 61 熊沢 重文ライオンレースホース� 南井 克巳 日高 長谷川 一男 500－ 43：36．2� 3．1�
11 � トーセンソユーズ 牡5栗 60 五十嵐雄祐島川 	哉氏 菅原 泰夫 新ひだか 千代田牧場 510＋123：36．52 15．4

89 � トーセンハナミズキ 牝6鹿 58 小野寺祐太島川 	哉氏 成島 英春 安平 ノーザンファーム 480＋ 43：37．56 14．5�
66 クラウンデピュティ 牡5芦 60 金子 光希矢野 恭裕氏 金成 貴史 新ひだか 高橋 修 508－ 23：38．99 35．7�
77 ウインヤード 牡5鹿 60 高野 和馬柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 468＋ 43：39．32� 63．9
33 アラタマユニバース 牡7青鹿61 中村 将之荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 490＋ 2 （競走中止） 22．4�

（9頭）

売 得 金
単勝： 30，061，000円 複勝： 29，968，500円 枠連： 16，275，700円
馬連： 69，920，200円 馬単： 43，266，800円 ワイド： 33，396，700円
3連複： 88，940，300円 3連単： 189，153，200円 計： 500，982，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 180円 � 150円 枠 連（2－5） 1，040円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 300円 �� 270円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，250円 3 連 単 ��� 5，230円

票 数

単勝票数 計 300610 的中 � 91884（1番人気）
複勝票数 計 299685 的中 � 82494（1番人気）� 35582（4番人気）� 47129（3番人気）
枠連票数 計 162757 的中 （2－5） 12066（4番人気）
馬連票数 計 699202 的中 �� 51396（4番人気）
馬単票数 計 432668 的中 �� 19647（6番人気）
ワイド票数 計 333967 的中 �� 29173（3番人気）�� 32900（2番人気）�� 15346（6番人気）
3連複票数 計 889403 的中 ��� 52943（3番人気）
3連単票数 計1891532 的中 ��� 26209（13番人気）
上り 1マイル 1：45．1 4F 50．7－3F 37．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロバロン �
�
父 フサイチリシャール �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2012．12．8 阪神2着

2010．3．30生 牡6栗 母 ニホンピロアニカ 母母 ニホンピロプレイズ 障害：3戦2勝 賞金 28，003，000円
〔発走状況〕 アラタマユニバース号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔競走中止〕 アラタマユニバース号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため2周目5号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。
〔調教再審査〕 アラタマユニバース号は，発走調教再審査。



00021 1月9日 晴 良 （28中山1）第2日 第9競走 ��
��1，800�

は つ さ き

初 咲 賞
発走14時25分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下，27．1．10以降28．1．5まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 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
1：44．9
1：43．9

良
良

11 フェルメッツァ 牡5鹿 56 石橋 脩 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456± 01：47．3 6．8�

46 ストレンジクォーク 牡4鹿 55 柴山 雄一 �キャロットファーム 小島 太 安平 ノーザンファーム 490－ 2 〃 クビ 5．3�
33 マルターズアポジー 牡4鹿 55 武士沢友治藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 530＋ 61：47．4� 4．7�
711 レインオーバー �5青鹿56 田辺 裕信 �グリーンファーム堀 宣行 千歳 社台ファーム B446＋ 2 〃 クビ 6．6�
813 ベストドリーム 牡5鹿 56 大野 拓弥堀口 晴男氏 中川 公成 日高 日西牧場 468＋ 21：47．61	 19．3	
69 キネオダンサー 牝5鹿 52 蛯名 正義吉田 千津氏 牧 光二 新冠 パカパカ

ファーム 482＋ 61：47．7クビ 14．0

610 マイネルネーベル 牡4鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 450± 0 〃 クビ 10．4�
22 ガ チ バ ト ル 牡6栗 56 田中 勝春吉田喜代司氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 458－ 41：47．91	 20．2�
57 ヘルデンテノール 牡6鹿 55 L．コントレラス �社台レースホース池上 昌和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502＋ 8 〃 ハナ 59．5
（加）

814 エニグマバリエート 牡4青鹿55 F．ベリー 平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 482＋ 21：48．1
 4．6�
（愛）

712 ダイワアクシス 牡7黒鹿55 三浦 皇成大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 460＋ 4 〃 クビ 65．4�
58 マイネルシュバリエ 牡4鹿 55 松岡 正海 �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 494＋221：48．2クビ 40．3�
45 イッツガナハプン 牡7栗 53 勝浦 正樹サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 B500＋ 41：48．3� 187．7�
34 � ブルーホール 牡5青鹿54 横山 和生�Basic 池上 昌和 新冠 佐藤 信広 460＋ 41：48．51	 81．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 49，343，400円 複勝： 83，637，200円 枠連： 33，460，600円
馬連： 162，853，700円 馬単： 66，237，900円 ワイド： 76，128，800円
3連複： 193，663，500円 3連単： 261，500，300円 計： 926，825，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 190円 � 190円 � 180円 枠 連（1－4） 1，850円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 3，620円

ワ イ ド �� 630円 �� 600円 �� 580円

3 連 複 ��� 2，720円 3 連 単 ��� 16，360円

票 数

単勝票数 計 493434 的中 � 57660（5番人気）
複勝票数 計 836372 的中 � 110271（4番人気）� 114458（3番人気）� 123173（2番人気）
枠連票数 計 334606 的中 （1－4） 13948（12番人気）
馬連票数 計1628537 的中 �� 74944（7番人気）
馬単票数 計 662379 的中 �� 13713（19番人気）
ワイド票数 計 761288 的中 �� 30668（7番人気）�� 32374（5番人気）�� 33676（2番人気）
3連複票数 計1936635 的中 ��� 53246（2番人気）
3連単票数 計2615003 的中 ��� 11585（34番人気）

ハロンタイム 12．0―12．6―11．8―12．3―12．0―11．9―11．4―11．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．0―24．6―36．4―48．7―1：00．7―1：12．6―1：24．0―1：35．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フェルメッツァ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．7．20 中京1着

2011．5．11生 牡5鹿 母 ス キ ッ フ ル 母母 ザ ス キ ー ト 19戦4勝 賞金 73，139，000円
※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。
（非当選馬） 2頭 アンブリッジローズ号・ドラゴンレジェンド号
（非抽選馬） 7頭 ウインオリアート号・ウイングチップ号・キズナエンドレス号・キングクリチャン号・ハイアーヴォルト号・

ハツガツオ号・マイネルシュライ号
※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。

00022 1月9日 晴 良 （28中山1）第2日 第10競走 ��
��2，200�

げいしゅん

迎春ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：10．0

良
良

712 ヤマニンボワラクテ �5鹿 57 藤懸 貴志土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 486－ 22：14．6 5．6�
813 サムソンズプライド 牡6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± 02：15．02	 8．2�
58 ワールドレーヴ 牡6黒鹿57 L．コントレラス 嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 478＋ 2 〃 アタマ 31．6�

（加）

34 スティーグリッツ 牡4栗 56 戸崎 圭太�G1レーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 520＋ 8 〃 クビ 2．6�
11 モ ビ ー ル 牡8鹿 57 三浦 皇成吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 478± 02：15．1
 132．8	
610� サクラボールド 牡9栗 57 横山 典弘�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 482± 02：15．31� 94．0

45 ロジサンデー 牡7鹿 57 大野 拓弥久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか 田中 裕之 492＋ 6 〃 ハナ 132．0�
69 サトノレオパード �7鹿 57 柴田 善臣里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 520＋ 62：15．4クビ 17．3�
57 タブレットピーシー 牡5芦 57 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 480± 0 〃 アタマ 27．3
814 トルークマクト 牡6鹿 57 嘉藤 貴行�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 462＋ 22：15．5
 186．7�
33 レ ア リ ス タ 牡4栗 56 F．ベリー �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 478－ 22：15．6クビ 2．8�

（愛）

711 マイネルアイザック 牡7黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム B468± 0 〃 クビ 19．1�

46 ローレルブレット 牡7黒鹿57 柴山 雄一 �ローレルレーシング 竹内 正洋 新冠 川島牧場 458＋ 42：15．81 105．0�
22 マイネルサクセサー 牡4栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 488－ 8 〃 クビ 236．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 58，368，600円 複勝： 76，364，400円 枠連： 48，033，900円
馬連： 182，065，300円 馬単： 91，494，500円 ワイド： 81，378，100円
3連複： 224，199，800円 3連単： 385，722，200円 計： 1，147，626，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 180円 � 220円 � 570円 枠 連（7－8） 1，410円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 3，040円

ワ イ ド �� 540円 �� 1，690円 �� 2，710円

3 連 複 ��� 10，760円 3 連 単 ��� 44，550円

票 数

単勝票数 計 583686 的中 � 82120（3番人気）
複勝票数 計 763644 的中 � 127423（3番人気）� 93622（4番人気）� 27692（8番人気）
枠連票数 計 480339 的中 （7－8） 26262（6番人気）
馬連票数 計1820653 的中 �� 85367（5番人気）
馬単票数 計 914945 的中 �� 22555（12番人気）
ワイド票数 計 813781 的中 �� 41257（5番人気）�� 12020（20番人気）�� 7372（23番人気）
3連複票数 計2241998 的中 ��� 15613（31番人気）
3連単票数 計3857222 的中 ��� 6277（143番人気）

ハロンタイム 12．8―12．1―13．6―12．9―12．4―12．3―12．2―11．9―11．5―11．0―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．9―38．5―51．4―1：03．8―1：16．1―1：28．3―1：40．2―1：51．7―2：02．7

コーナー
通過順位

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

2
4

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

ヤマニンボワラクテ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2014．2．15 京都11着

2011．5．6生 �5鹿 母 ヤマニンカルフール 母母 ワンオブアクライン 20戦5勝 賞金 101，196，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15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。



00023 1月9日 晴 良 （28中山1）第2日 第11競走 ��
��1，800�ポルックスステークス

発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬
は超過額1，200万円毎1�増

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

36 サンマルデューク 牡7黒鹿57 武士沢友治相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 512± 01：52．5 36．6�
815 バ ン ズ ー ム 牡5鹿 56 田辺 裕信諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 474± 01：52．82 6．4�
59 ヒラボクマジック 牡8黒鹿56 蛯名 正義�平田牧場 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 514＋ 2 〃 クビ 32．9�
713 イースターパレード �7栗 56 津村 明秀�G1レーシング 平田 修 新ひだか 追分ファーム 510－ 41：52．9	 6．2�
23 ショウナンアポロン 牡6鹿 56 横山 典弘国本 哲秀氏 古賀 史生 洞
湖 メジロ牧場 516－ 21：53．0クビ 13．0�
47 シンゼンレンジャー 牡7黒鹿56 田中 勝春原 司郎氏 飯田 祐史 日高 インターナショ

ナル牧場 502－ 21：53．21� 141．9	
714 ベルゲンクライ 牡6芦 56 吉田 豊大原 詔宏氏 高橋 文雅 浦河 有限会社

大原ファーム B478－ 21：53．3� 7．2

510 イッシンドウタイ 牡7鹿 58 F．ベリー �グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 526＋ 41：53．4クビ 5．9�

（愛）

12 フィールザスマート 牡5青鹿56 内田 博幸櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 508＋ 2 〃 クビ 36．2
48 メイショウソラーレ 牡6鹿 56 石川裕紀人松本 好雄氏 中内田充正 浦河 太陽牧場 492－ 4 〃 ハナ 51．2�
35 ヴァンヌーヴォー 牡7鹿 57 大野 拓弥 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B508± 01：53．6� 53．9�
612 キ ク ノ ソ ル 牡6鹿 56 戸崎 圭太菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 510± 01：53．91� 11．7�
611 ソ ロ ル 牡6黒鹿58 吉田 隼人 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 追分ファーム 490－ 41：54．53	 13．3�
11 パワーポケット 牡4黒鹿55 三浦 皇成柳原 達也氏 二ノ宮敬宇 浦河 ダイヤモンドファーム 540± 01：54．82 5．7�
816 グロリアスノア 牡10黒鹿60 横山 和生髙野 葉子氏 小西 一男 浦河 �川牧場 510－10 〃 ハナ 100．5�
24 ライドオンウインド 牡4栗 55 古川 吉洋名古屋友豊� 木原 一良 日高 春木 昭雄 504＋ 81：55．97 12．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 94，307，200円 複勝： 157，304，900円 枠連： 109，952，500円
馬連： 422，653，600円 馬単： 163，326，400円 ワイド： 174，913，000円
3連複： 569，417，700円 3連単： 784，788，000円 計： 2，476，663，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，660円 複 勝 � 1，010円 � 240円 � 770円 枠 連（3－8） 7，270円

馬 連 �� 17，020円 馬 単 �� 37，280円

ワ イ ド �� 4，180円 �� 8，720円 �� 2，420円

3 連 複 ��� 80，500円 3 連 単 ��� 604，640円

票 数

単勝票数 計 943072 的中 � 20561（12番人気）
複勝票数 計1573049 的中 � 36379（13番人気）� 208544（2番人気）� 49297（10番人気）
枠連票数 計1099525 的中 （3－8） 11715（24番人気）
馬連票数 計4226536 的中 �� 19240（51番人気）
馬単票数 計1633264 的中 �� 3285（109番人気）
ワイド票数 計1749130 的中 �� 10786（46番人気）�� 5121（82番人気）�� 18860（35番人気）
3連複票数 計5694177 的中 ��� 5305（231番人気）
3連単票数 計7847880 的中 ��� 941（1479番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―13．0―13．1―12．2―11．7―12．4―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―37．3―50．4―1：02．6―1：14．3―1：26．7―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンマルデューク �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．9．3 札幌12着

2009．4．3生 牡7黒鹿 母 キミホウセキ 母母 オ ロ ー ル 36戦7勝 賞金 117，336，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 オーブルチェフ号・スターバリオン号・ダブルスター号・ツクバコガネオー号
※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。

00024 1月9日 晴 良 （28中山1）第2日 第12競走 ��
��1，600�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
1：30．7
1：30．7

良
良

23 ミッキージョイ 牡4鹿 56 横山 典弘野田みづき氏 萩原 清 新ひだか 矢野牧場 500－ 61：34．5 8．3�
612 レッドオルバース 牡4栗 56 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 494＋101：34．71 3．3�
815 マリーズケイ 牝5鹿 55

54 ☆石川裕紀人冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田 陽介 478＋ 61：34．91� 3．8�
714 ニシノオタケビ 牡4鹿 56 内田 博幸西山 茂行氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 490＋ 41：35．0� 21．1�
47 デルカイザー 	5黒鹿57 柴田 善臣山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：35．1
 5．8�
48 � シードパール 牝4鹿 54 田辺 裕信髙嶋 哲氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム 426－121：35．31� 22．4	
59 トーセンカナロア 牡4鹿 56 戸崎 圭太島川 
哉氏 小桧山 悟 洞湖 レイクヴィラファーム 486＋10 〃 アタマ 15．0�
12 ホクラニミサ 牝5黒鹿55 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 456＋ 21：35．4
 6．4�
11 セ ン リ ツ 牝4青鹿54 大野 拓弥井山 登氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 470－ 41：35．5� 135．2
713 マイネプレセア 牝5青鹿55 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 448－ 81：35．71� 47．8�
510� スティールブルグ 牡4鹿 56 石橋 脩井上 修一氏 浅野洋一郎 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 498＋ 5 〃 クビ 169．8�
611� オーバーチュア 牡5鹿 57 吉田 豊西村 專次氏 堀井 雅広 新ひだか 千代田牧場 436－ 71：35．8クビ 128．2�
24 クラウンテイラー 牡4鹿 56 伊藤 工真�クラウン 田島 俊明 浦河 藤春 修二 464＋16 〃 クビ 103．0�
36 ホープフルデイズ 牝4黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム B454＋221：35．9
 183．8�
816 ウンプテンプ 牡5鹿 57 村田 一誠青山 洋一氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 490－ 21：36．0
 33．9�
35 キリシマツバサ 牡4黒鹿56 丸田 恭介土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 482＋ 71：36．1
 240．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 63，462，800円 複勝： 86，558，800円 枠連： 40，890，700円
馬連： 179，657，900円 馬単： 80，121，400円 ワイド： 82，533，600円
3連複： 210，187，400円 3連単： 332，677，100円 計： 1，076，089，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 210円 � 130円 � 150円 枠 連（2－6） 1，490円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 3，420円

ワ イ ド �� 590円 �� 870円 �� 300円

3 連 複 ��� 2，390円 3 連 単 ��� 15，520円

票 数

単勝票数 計 634628 的中 � 61126（5番人気）
複勝票数 計 865588 的中 � 84102（5番人気）� 205456（1番人気）� 148577（2番人気）
枠連票数 計 408907 的中 （2－6） 21164（6番人気）
馬連票数 計1796579 的中 �� 85543（5番人気）
馬単票数 計 801214 的中 �� 17547（12番人気）
ワイド票数 計 825336 的中 �� 34699（6番人気）�� 22224（11番人気）�� 78977（1番人気）
3連複票数 計2101874 的中 ��� 65751（4番人気）
3連単票数 計3326771 的中 ��� 15540（39番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―11．5―11．9―12．2―12．0―11．5―11．5

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F35．0

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

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

ミッキージョイ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Cape Cross デビュー 2015．1．31 東京2着

2012．3．26生 牡4鹿 母 ル ド ラ 母母 Remote Romance 5戦2勝 賞金 15，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シングンジョーカー号
（非抽選馬） 1頭 フォーワンタイキ号



（28中山1）第2日 1月9日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 178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

231，940，000円
5，060，000円
6，760，000円
1，700，000円
24，100，000円
72，264，500円
5，151，800円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
507，808，500円
768，814，300円
392，959，800円
1，524，873，500円
710，668，400円
739，075，700円
1，931，500，000円
2，805，228，900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 9，380，929，100円

総入場人員 18，879名 （有料入場人員 17，089名）
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