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00037 1月11日 晴 良 （28中山1）第4日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走9時55分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

611 ゴールデンレッグ 牝3鹿 54 田辺 裕信野口 弘司氏 小西 一男 新ひだか 出羽牧場 448＋ 41：13．9 5．1�
816 エンドレスフライト 牝3鹿 54 松岡 正海グリーンスウォード竹内 正洋 新ひだか 中橋 正 450＋161：14．0� 21．5�
47 フジワンエンジェル 牝3鹿 54 横山 典弘�富士開発 古賀 史生 新ひだか 千代田牧場 442－ 6 〃 ハナ 5．8�
612 ホウオウマリリン 牝3栗 54 岩田 康誠小笹 芳央氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 408－ 21：14．31� 7．9�
713 ラブラブビーム 牝3黒鹿54 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 新冠 大林ファーム 416－ 2 〃 ハナ 21．9	
35 スガノランバダ 牝3鹿 54

52 △伴 啓太菅原 光博氏 田村 康仁 日高 若林 武雄 440＋ 4 〃 クビ 133．5

48 ブルーネビュラ 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 新ひだか 加野牧場 450－ 21：14．4� 166．3�
714 リンガスウラン 牝3黒鹿54 戸崎 圭太伊藤 巖氏 中舘 英二 新ひだか 谷岡牧場 412＋ 81：14．6� 12．2�
12 シェヴェルニー 牝3黒鹿54 西村 太一�ミルファーム 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 426＋ 21：14．81� 51．1
36 ダンシングヒロイン 牝3黒鹿54 石橋 脩井手 慶祐氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 436＋ 2 〃 クビ 215．8�
59 ブランシェクール 牝3芦 54 柴山 雄一 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B514＋181：14．9� 5．0�
24 プロスパーアゲン 牝3栗 54 田中 勝春浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 恵比寿牧場 438－141：15．32 82．9�
11 ティアップヒート 牝3鹿 54 大野 拓弥田中 昇氏 高木 登 浦河 高昭牧場 B478＋ 21：15．72� 3．6�
510 スピードムテキ 牝3鹿 54 黛 弘人遠藤 良一氏 和田 雄二 新ひだか カタオカフアーム 452＋12 〃 クビ 18．2�
23 スカーレットギャル 牝3栗 54

53 ☆石川裕紀人 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 幌村牧場 418＋ 21：15．8� 145．9�
815 シ モ ー ヌ 牝3黒鹿54 嶋田 純次グリーンスウォード武井 亮 浦河 林 孝輝 460＋12 〃 ハナ 184．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，144，500円 複勝： 41，131，500円 枠連： 18，081，900円
馬連： 65，812，000円 馬単： 31，483，500円 ワイド： 37，947，700円
3連複： 87，900，100円 3連単： 112，038，700円 計： 418，539，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 190円 � 700円 � 230円 枠 連（6－8） 3，320円

馬 連 �� 5，790円 馬 単 �� 12，000円

ワ イ ド �� 1，890円 �� 580円 �� 3，620円

3 連 複 ��� 15，300円 3 連 単 ��� 97，620円

票 数

単勝票数 計 241445 的中 � 37467（3番人気）
複勝票数 計 411315 的中 � 64629（2番人気）� 12106（9番人気）� 49537（4番人気）
枠連票数 計 180819 的中 （6－8） 4209（12番人気）
馬連票数 計 658120 的中 �� 8802（22番人気）
馬単票数 計 314835 的中 �� 1967（44番人気）
ワイド票数 計 379477 的中 �� 5028（25番人気）�� 17921（5番人気）�� 2577（36番人気）
3連複票数 計 879001 的中 ��� 4307（49番人気）
3連単票数 計1120387 的中 ��� 832（305番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―12．0―12．9―12．8―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．7―47．6―1：00．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．2―3F39．2
3 ・（5，10）（12，15）（7，14）16（2，4）（1，11）－8（3，13）6－9 4 5（10，12）15（7，14，16）（2，4，11）－8（1，13）－（3，6）－9

勝馬の
紹 介

ゴールデンレッグ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．8．22 新潟12着

2013．3．1生 牝3鹿 母 ビクトリークエスト 母母 ミセスビクトリア 7戦1勝 賞金 8，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ニシノヒロイン号
（非抽選馬） 3頭 アンフレシェ号・カラカ号・ネイチャーセンス号

00038 1月11日 晴 良 （28中山1）第4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

23 ルミナリースピン 牡3栗 56 戸崎 圭太中村 昭博氏 奥平 雅士 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 510－ 21：56．7 1．5�

815 ディアクーシー 牡3鹿 56 岩田 康誠ディアレストクラブ� 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 508＋ 4 〃 アタマ 9．9�
714 レッドゲルニカ 牡3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 556＋ 41：57．65 6．1�
713 シゲルシマダイ 牡3鹿 56 吉田 隼人森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 高野牧場 510－ 2 〃 アタマ 22．0�
47 ワイルドゲーム 牡3鹿 56 横山 典弘合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 新ひだか 水丸牧場 490＋ 21：57．81� 9．3�
12 ビレッジゴールド 牡3栗 56 柴山 雄一村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 466＋ 41：58．12 24．8	
816 ティアップストーム 牡3栗 56 大野 拓弥田中 昇氏 新開 幸一 浦河 高昭牧場 454± 01：59．16 188．7

510 コスモラフム 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 小野 次郎 新冠 コスモヴューファーム 460＋ 6 〃 ハナ 166．5�
36 ヤマタケジャイアン �3芦 56 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 浦河小林牧場 B464± 01：59．2クビ 40．5
59 プロイエット 牝3栗 54 松岡 正海�橋口 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 460＋ 21：59．3� 15．0�
611 プラウドフェロー 牝3栗 54 江田 照男ディアレストクラブ� 菊川 正達 新ひだか 増本牧場 462－ 81：59．4� 97．7�
48 ユーランシャンティ 牡3鹿 56 石橋 脩伊藤 秀也氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 500＋ 41：59．5� 268．1�
11 セイムヒアー 牝3鹿 54 西村 太一�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 416＋ 41：59．6� 418．7�
612 ヒロノブライアン 牡3黒鹿56 丸山 元気小野 博郷氏 土田 稔 新ひだか 野坂牧場 424＋ 21：59．8� 427．5�
35 キタノカミカゼ 牡3栗 56

53 ▲井上 敏樹北所 直人氏 菅原 泰夫 新ひだか 山際牧場 470＋ 42：01．07 133．8�
24 ウインマッキンリー 牡3栗 56 丹内 祐次�ウイン 金成 貴史 新冠 コスモヴューファーム 488＋ 62：01．42� 294．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，818，000円 複勝： 87，987，700円 枠連： 16，501，800円
馬連： 67，876，400円 馬単： 41，025，100円 ワイド： 40，629，200円
3連複： 90，033，800円 3連単： 144，021，600円 計： 520，893，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 150円 � 130円 枠 連（2－8） 530円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 240円 �� 190円 �� 520円

3 連 複 ��� 850円 3 連 単 ��� 2，470円

票 数

単勝票数 計 328180 的中 � 174006（1番人気）
複勝票数 計 879877 的中 � 566528（1番人気）� 60182（3番人気）� 78941（2番人気）
枠連票数 計 165018 的中 （2－8） 23872（2番人気）
馬連票数 計 678764 的中 �� 97178（2番人気）
馬単票数 計 410251 的中 �� 41530（2番人気）
ワイド票数 計 406292 的中 �� 42652（2番人気）�� 63392（1番人気）�� 16403（7番人気）
3連複票数 計 900338 的中 ��� 78631（1番人気）
3連単票数 計1440216 的中 ��� 42261（2番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―13．1―13．5―12．6―12．7―13．0―13．4―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―37．5―51．0―1：03．6―1：16．3―1：29．3―1：42．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ルミナリースピン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2015．11．1 東京3着

2013．5．20生 牡3栗 母 オリジナルスピンⅡ 母母 We Love Granny 4戦1勝 賞金 8，800，000円
〔調教再審査〕 キタノカミカゼ号は，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。
※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） 8頭 ウインフラクタル号・エドノマツオー号・タイセイパートナー号・ダイワオッズ号・ティーソル号・

ブラックスパーク号・プルシアロワイヤル号・マイネルプレリー号
（非抽選馬） 2頭 アイトラッキング号・アルマカイルア号

第１回 中山競馬 第４日



00039 1月11日 晴 良 （28中山1）第4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）
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

815 パ ブ ロ 牡3青鹿 56
55 ☆石川裕紀人 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 462 ―1：13．4 3．8�

611� ボスキャットグレイ 牡3芦 56 蛯名 正義林 正道氏 上原 博之 米 Dr. Jerry Bilinski
& Harry Patten 468 ―1：13．93 2．0�

12 アポロリュウセイ 牡3栗 56 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田牧場 488 ―1：14．0� 34．0�
59 � ペニーウェディング 牝3鹿 54 吉田 豊吉田 和子氏 高橋 文雅 米 Lynn Schiff 478 ―1：14．21� 5．1�
612 カグラグレイス 牝3黒鹿54 田中 勝春島川 �哉氏 池上 昌和 日高 シンボリ牧場 484 ―1：14．52 46．7	
23 プッシュアゲン 牡3栗 56 勝浦 正樹浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 笠松牧場 502 ―1：14．6クビ 32．3

816 フジノナデシコ 牝3鹿 54 吉田 隼人藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 456 ― 〃 クビ 31．9�
48 アカンパニスト 牝3鹿 54 大野 拓弥片山 博志氏 佐藤 吉勝 新冠 大栄牧場 432 ―1：14．7	 15．6�
35 カートニイレル 牝3栗 54

51 ▲井上 敏樹小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 田中 裕之 438 ―1：15．33� 59．1
11 フジシャイアン 牡3鹿 56 小島 太一藤田 達男氏 小島 太 新冠 佐藤牧場 496 ―1：15．5	 69．6�
24 サクラボルテージ 牡3栗 56 松岡 正海�さくらコマース中舘 英二 新ひだか 谷岡牧場 472 ―1：16．03 64．9�
713 ペイシャピリカ 牝3青鹿54 江田 照男北所 直人氏 菅原 泰夫 新ひだか 藤川フアーム 428 ―1：16．1クビ 223．5�
714 フォーエヴァーマン 牡3鹿 56 田辺 裕信�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 436 ―1：16．41	 20．5�
47 ベストサポーター 牡3青鹿56 黛 弘人西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 492 ―1：16．5	 96．1�
36 ドジョウスクイ 牡3鹿 56

54 △伴 啓太小田切有一氏 石毛 善彦 様似 小田牧場 418 ―1：16．6	 132．5�
510 ヒガシリシャール 牡3栗 56 柴山 雄一�ヤナガワ牧場 上原 博之 日高 ヤナガワ牧場 476 ―1：17．34 46．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，741，000円 複勝： 33，243，500円 枠連： 18，788，900円
馬連： 56，722，800円 馬単： 34，240，500円 ワイド： 33，394，200円
3連複： 71，451，100円 3連単： 106，494，800円 計： 381，076，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 110円 � 490円 枠 連（6－8） 290円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 170円 �� 1，750円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 3，360円 3 連 単 ��� 12，490円

票 数

単勝票数 計 267410 的中 � 55718（2番人気）
複勝票数 計 332435 的中 � 58025（2番人気）� 123658（1番人気）� 9021（8番人気）
枠連票数 計 187889 的中 （6－8） 48785（1番人気）
馬連票数 計 567228 的中 �� 140497（1番人気）
馬単票数 計 342405 的中 �� 34780（2番人気）
ワイド票数 計 333942 的中 �� 67574（1番人気）�� 3946（19番人気）�� 6529（9番人気）
3連複票数 計 714511 的中 ��� 15917（8番人気）
3連単票数 計1064948 的中 ��� 6180（25番人気）

ハロンタイム 12．1―11．3―11．5―12．4―12．5―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．4―34．9―47．3―59．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．5
3 ・（15，11）14，2（8，1）＝（5，9）13（4，16）3－12（6，7）＝10 4 ・（15，11）－（2，14）8，1－9，5－（4，13）（3，16）－12－6，7＝10

勝馬の
紹 介

パ ブ ロ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Luhuk 初出走

2013．4．29生 牡3青鹿 母 ゲ ル ニ カ 母母 Gouache 1戦1勝 賞金 6，000，000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） 5頭 アラマサバド号・グラミスキャッスル号・サニーデイヒーロー号・ニシノフォルス号・ハイブリッドクロス号

00040 1月11日 晴 良 （28中山1）第4日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時25分 （ダート・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

612 ミラクルウィング 牡3栗 56 丹内 祐次星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 458 ―1：59．3 25．9�
36 ヴィットリオ 牡3鹿 56 F．ベリー 吉田 和美氏 木村 哲也 新冠 前川 隆範 526 ―1：59．83 4．8�

（愛）

816 レーヌベルキス 牝3黒鹿54 津村 明秀髙橋 貴士氏 武藤 善則 様似 猿倉牧場 482 ―1：59．9� 24．7�
510 ティーメロー 牝3鹿 54 松岡 正海深見 富朗氏 伊藤 伸一 新ひだか フジワラフアーム 476 ―2：00．0� 74．3�
815 ディゼトワール 牡3鹿 56 内田 博幸丹羽久一郎氏 高柳 瑞樹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496 ―2：00．1クビ 7．6�
47 ジンロックカフェ 牡3鹿 56 柴田 善臣西川 恭子氏 小島 太 千歳 社台ファーム 512 ―2：00．52� 90．3�
611 ハッピーダンサー 牝3鹿 54 戸崎 圭太前迫 義幸氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 454 ―2：00．6� 2．3	
23 マキシマイザー 牡3鹿 56 丸山 元気星野 壽市氏 高柳 瑞樹 日高 前野牧場 448 ― 〃 クビ 122．7

48 タイセイアスリート 牡3栗 56 蛯名 正義田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 500 ―2：00．91� 10．1�
12 アンサーフォンテン 牡3栗 56 吉田 豊吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 472 ―2：01．64 258．0�
59 グローリアスロウラ 牝3鹿 54 柴田 大知日下部勝德氏 牧 光二 新冠 石田牧場 498 ―2：02．34 6．7
24 アピアリング 牝3鹿 54 吉田 隼人前原 敏行氏 高木 登 新ひだか チャンピオンズファーム 500 ―2：03．15 13．5�
713 ビッグオーラ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 田原橋本牧場 B490 ―2：03．73� 98．3�
35 ヒ パ ヒ パ 牡3鹿 56 江田 照男�錦岡牧場 星野 忍 新冠 錦岡牧場 514 ―2：04．65 160．4�
714 ブレイヴドラゴン 牡3黒鹿 56

55 ☆石川裕紀人窪田 芳郎氏 田島 俊明 新ひだか 千代田牧場 496 ―2：07．1大差 38．4�
11 シグラップダイヤ 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹杉浦 和也氏 和田 雄二 新ひだか 田中 裕之 464 ― （競走中止） 68．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，775，600円 複勝： 35，604，200円 枠連： 17，647，400円
馬連： 61，728，200円 馬単： 33，306，800円 ワイド： 34，011，200円
3連複： 71，937，100円 3連単： 101，207，500円 計： 384，218，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，590円 複 勝 � 540円 � 220円 � 580円 枠 連（3－6） 680円

馬 連 �� 5，860円 馬 単 �� 16，300円

ワ イ ド �� 2，060円 �� 4，140円 �� 2，630円

3 連 複 ��� 36，770円 3 連 単 ��� 238，230円

票 数

単勝票数 計 287756 的中 � 8870（8番人気）
複勝票数 計 356042 的中 � 15862（7番人気）� 51339（2番人気）� 14358（8番人気）
枠連票数 計 176474 的中 （3－6） 19955（2番人気）
馬連票数 計 617282 的中 �� 8163（19番人気）
馬単票数 計 333068 的中 �� 1532（44番人気）
ワイド票数 計 340112 的中 �� 4299（22番人気）�� 2097（35番人気）�� 3332（24番人気）
3連複票数 計 719371 的中 ��� 1467（90番人気）
3連単票数 計1012075 的中 ��� 308（531番人気）

ハロンタイム 13．4―12．4―14．8―14．7―13．4―12．2―12．6―12．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―25．8―40．6―55．3―1：08．7―1：20．9―1：33．5―1：46．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミラクルウィング �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 シンボリクリスエス 初出走

2013．5．24生 牡3栗 母 シャンディガフ 母母 アッサムヒル 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔競走中止〕 シグラップダイヤ号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため決勝線手前で競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブレイヴドラゴン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年2月11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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 アシャカクール号・イスズブライト号・カナスヌーマ号・ショショット号・タトゥー号・フュテール号・

プラチナフェアリー号
※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。



00041 1月11日 晴 良 （28中山1）第4日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時15分 （芝・右・外）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

612 メンデンホール 牝3黒鹿54 L．コントレラス H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 480± 01：36．8 15．0�

（加）

714 ミッキーグローリー 牡3青鹿56 蛯名 正義野田みづき氏 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 508＋ 81：36．9� 9．0�
713 ドラゴンテリー 牡3鹿 56 岩田 康誠窪田 芳郎氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 450＋ 21：37．11� 4．1�
11 クレーデリンテ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太原 	子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 460＋ 8 〃 クビ 5．6�
35 ミ ネ ッ ト 牝3鹿 54 柴山 雄一窪田 康志氏 藤沢 和雄 安平 追分ファーム 444＋ 4 〃 ハナ 3．5�
47 ケンブリッジリニア 牝3栗 54 杉原 誠人中西 桂子氏 星野 忍 新ひだか 本桐牧場 438－161：37．31� 191．2�
24 マルターズゲイル 牡3青鹿56 松岡 正海藤田 在子氏 松山 将樹 日高 天羽 禮治 490＋181：37．51� 5．9	
48 ワタシニマカセテ 牝3鹿 54 木幡 初広髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 428± 0 〃 ハナ 124．1

816 ファントムグレイ 牡3芦 56 江田 照男山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 426－ 41：37．71
 8．9�
59 クアルティエーレ 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 486＋10 〃 ハナ 60．0
36 シャイニーユース 牝3栗 54 吉田 豊永田さなえ氏 畠山 吉宏 新冠 村上牧場 434－14 〃 クビ 98．9�
23 ウィンイモン 牝3栗 54

51 ▲井上 敏樹井門 昭二氏 松永 康利 日高 坂 牧場 428＋121：37．8クビ 50．8�
611 キュートガール 牝3青鹿54 内田 博幸古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 416± 01：38．65 45．3�
815 ウィンチケット 牡3黒鹿56 津村 明秀山口 春夫氏 和田 正道 新冠 柏木 一則 462＋181：38．7
 347．4�
510 ゴーゴーダンス 牝3黒鹿54 武士沢友治井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 452－10 〃 ハナ 174．7�
12 ミヤビクラリタ 牝3鹿 54 大野 拓弥村上 義勝氏 本間 忍 浦河 大成牧場 428－ 21：39．76 311．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，833，900円 複勝： 45，878，300円 枠連： 23，383，400円
馬連： 82，906，100円 馬単： 40，508，900円 ワイド： 44，184，900円
3連複： 103，512，300円 3連単： 140，523，300円 計： 510，731，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，500円 複 勝 � 390円 � 310円 � 170円 枠 連（6－7） 1，490円

馬 連 �� 7，140円 馬 単 �� 15，150円

ワ イ ド �� 2，120円 �� 1，070円 �� 680円

3 連 複 ��� 7，340円 3 連 単 ��� 63，390円

票 数

単勝票数 計 298339 的中 � 15819（7番人気）
複勝票数 計 458783 的中 � 26335（7番人気）� 35523（6番人気）� 89851（2番人気）
枠連票数 計 233834 的中 （6－7） 12089（7番人気）
馬連票数 計 829061 的中 �� 8998（21番人気）
馬単票数 計 405089 的中 �� 2005（45番人気）
ワイド票数 計 441849 的中 �� 5155（21番人気）�� 10625（14番人気）�� 17488（7番人気）
3連複票数 計1035123 的中 ��� 10574（26番人気）
3連単票数 計1405233 的中 ��� 1607（196番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．7―37．1―49．5―1：01．8―1：13．6―1：24．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．0

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

勝馬の
紹 介

メンデンホール �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Kingmambo デビュー 2015．10．4 中山3着

2013．3．27生 牝3黒鹿 母 ストロベリーフェア 母母 Storm Song 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 メンデンホール号の騎手L．コントレラスは，4コーナーで外側に斜行したことについて平成28年1月16日から平成28年1月

17日まで騎乗停止。（被害馬：11番・2番）
※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。
（非抽選馬） 8頭 サツキハイセンス号・ゼーヴィント号・デイジーベル号・ナッツスター号・メイスンスパート号・

ヤギリジャスパー号・ラピスラズリ号・レインボーフェスタ号
※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。

00042 1月11日 晴 良 （28中山1）第4日 第6競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時45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

11 キングオブアームズ 牡3鹿 56 柴山 雄一窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 470＋ 22：03．9 1．5�
816 クラウンディバイダ 牡3黒鹿56 丸山 元気�クラウン 斎藤 誠 浦河 日の出牧場 466± 02：04．0� 8．1�
36 アソングフォーユー 牡3栗 56 蛯名 正義 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀井 雅広 新ひだか 岡田スタツド 454＋122：04．1� 128．0�
612 ウ ラ ワ ザ 牡3黒鹿56 丹内 祐次内田 玄祥氏 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 492± 02：04．2� 274．1�
611 ベアインマインド 牝3鹿 54

53 ☆石川裕紀人宇田 豊氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 428＋ 6 〃 アタマ 18．0�
815 ストロングファルコ 牡3黒鹿56 田中 勝春村木 篤氏 宗像 義忠 安平 追分ファーム 442－ 82：04．51� 16．3	
47 トーホウデサント 牡3鹿 56 江田 照男東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 472＋ 2 〃 ハナ 19．6

713 セイリュウカフェ 牡3青鹿56 内田 博幸西川 恭子氏 小島 太 浦河 大北牧場 452－ 2 〃 クビ 73．2�
510 マイガーディアン 牡3鹿 56 吉田 豊岡田 壮史氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 492＋ 22：04．6� 50．5�
48 リワードデュラン 牡3鹿 56 横山 和生宮崎忠比古氏 勢司 和浩 浦河 有限会社

リワード 486＋262：04．7クビ 315．9
12 ネイチャーコロナ 牡3黒鹿56 丸田 恭介井上 修一氏 浅野洋一郎 浦河 信岡牧場 480－ 6 〃 ハナ 347．9�
35 マイネルツィール 牡3鹿 56 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新ひだか 田湯牧場 480＋ 8 〃 ハナ 10．2�
714 コラージェン 牡3鹿 56 戸崎 圭太�ノースヒルズ 小笠 倫弘 新ひだか タガミファーム 476＋ 2 〃 ハナ 13．1�
24 クードヴァン 牝3黒鹿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 ビッグレッドファーム 456＋ 4 〃 クビ 10．7�
59 チェルカービレ 牝3芦 54 岩田 康誠原 �子氏 古賀 慎明 新ひだか 岡田スタツド 416－ 82：04．8� 77．0�
23 ケイツートール 牡3青鹿56 黛 弘人楠本 勝美氏 蛯名 利弘 新冠 飛渡牧場 B490＋102：05．54 488．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，627，500円 複勝： 113，383，400円 枠連： 23，187，600円
馬連： 85，482，700円 馬単： 54，625，300円 ワイド： 48，500，400円
3連複： 105，190，000円 3連単： 182，054，100円 計： 651，051，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 190円 � 1，450円 枠 連（1－8） 410円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 360円 �� 3，960円 �� 9，160円

3 連 複 ��� 22，140円 3 連 単 ��� 49，690円

票 数

単勝票数 計 386275 的中 � 193900（1番人気）
複勝票数 計1133834 的中 � 767798（1番人気）� 67808（2番人気）� 5677（12番人気）
枠連票数 計 231876 的中 （1－8） 43161（1番人気）
馬連票数 計 854827 的中 �� 98897（2番人気）
馬単票数 計 546253 的中 �� 49975（2番人気）
ワイド票数 計 485004 的中 �� 39305（2番人気）�� 2934（34番人気）�� 1255（56番人気）
3連複票数 計1051900 的中 ��� 3563（64番人気）
3連単票数 計1820541 的中 ��� 2656（145番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―12．6―12．6―13．6―12．7―12．7―12．2―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．4―36．0―48．6―1：02．2―1：14．9―1：27．6―1：39．8―1：51．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．3
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キングオブアームズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Exchange Rate デビュー 2015．10．17 東京2着

2013．1．18生 牡3鹿 母 ア ー マ イ ン 母母 Red Mischief 3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔発走状況〕 リワードデュラン号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔制裁〕 クラウンディバイダ号の騎手丸山元気は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 リワードデュラン号は，平成28年1月12日から平成28年2月10日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※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 オーゴンワンダー号・ショウナンラピュタ号・ダイフク号



00043 1月11日 晴 良 （28中山1）第4日 第7競走 ��1，200�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
1：08．7
1：08．7

重
重

23 ナムラヒラリー 牝5青鹿55 嘉藤 貴行奈村 信重氏 大和田 成 新ひだか 武 牧場 436± 01：12．7 5．5�
713 ファインダッシュ 牡4黒鹿56 田辺 裕信井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 508＋ 6 〃 クビ 13．1�
816 エストゥペンド 牡5鹿 57 F．ベリー 平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上 悦夫 516＋ 21：13．01� 9．3�

（愛）

35 ブラウンカイ 牡5鹿 57 丸山 元気キャピタルクラブ 武藤 善則 新ひだか 沖田 博志 476＋ 21：13．1クビ 14．1�
24 ディーエスフェイム 牡4鹿 56 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 492＋ 41：13．31� 5．7�
11 スナッチアキス 牝4鹿 54

51 ▲井上 敏樹西森 鶴氏 高市 圭二 浦河 梅田牧場 430＋ 21：13．4クビ 76．1�
611 ポッドフィズ 牝4鹿 54 三浦 皇成小川眞査雄氏 畠山 吉宏 日高 シンボリ牧場 470＋12 〃 ハナ 30．7	
59 トーセンスティング 牡5鹿 57 横山 和生島川 
哉氏 古賀 史生 日高 川端 正博 530－ 81：13．5� 50．8�
47 パイナワレア 牝4栗 54 吉田 豊山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 466－ 8 〃 クビ 13．3�
12 � クラウンエンジェル 牝4青鹿54 柴山 雄一矢野まり子氏 松永 康利 浦河 山田 昇史 436± 01：13．6� 115．4
48 アラマサクロフネ 牝5鹿 55 大野 拓弥�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 524＋14 〃 ハナ 53．6�
714� ナンヨールーク 牡5栗 57

54 ▲木幡 初也中村 德也氏 杉浦 宏昭 新ひだか 藤原牧場 504＋ 21：13．7クビ 27．0�
36 クラシックマーク 牝5栗 55 蛯名 正義小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 452＋121：13．8� 24．5�
815 アイリーグレイ 牝4芦 54 柴田 大知前原 敏行氏 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム B462± 01：13．9� 5．2�
510� デザイアドライブ 牝5黒鹿55 丸田 恭介片山 晃氏 金成 貴史 新ひだか 西村 和夫 464－ 7 〃 アタマ 105．7�
612� ライトフェアリー 牝4鹿 54

52 △伴 啓太和田 吉弘氏 石毛 善彦 新冠 イワミ牧場 488－ 4 〃 同着 4．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，184，100円 複勝： 52，134，300円 枠連： 31，312，700円
馬連： 95，979，200円 馬単： 41，604，100円 ワイド： 50，958，000円
3連複： 118，857，700円 3連単： 143，260，700円 計： 566，290，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 210円 � 370円 � 310円 枠 連（2－7） 1，490円

馬 連 �� 4，760円 馬 単 �� 7，830円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 1，310円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 12，700円 3 連 単 ��� 78，560円

票 数

単勝票数 計 321841 的中 � 46401（3番人気）
複勝票数 計 521343 的中 � 73141（2番人気）� 33505（6番人気）� 43042（5番人気）
枠連票数 計 313127 的中 （2－7） 16267（8番人気）
馬連票数 計 959792 的中 �� 15598（20番人気）
馬単票数 計 416041 的中 �� 3985（33番人気）
ワイド票数 計 509580 的中 �� 8959（16番人気）�� 10043（15番人気）�� 8932（17番人気）
3連複票数 計1188577 的中 ��� 7017（41番人気）
3連単票数 計1432607 的中 ��� 1322（254番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．4―12．3―12．7―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．2―46．5―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラヒラリー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．1．5 中山2着

2011．2．28生 牝5青鹿 母 ティアドロップス 母母 パイナップルスター 13戦2勝 賞金 23，160，000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 ウインヴォイジャー号・ヒマラヤタカコ号・フローラルダンサー号
※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。

00044 1月11日 晴 良 （28中山1）第4日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時50分 （ダート・右）

牝，1000万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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
1：48．5
1：47．8

重
重

36 ヴィータアレグリア 牝5黒鹿55 F．ベリー �キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 458± 01：56．2 6．3�
（愛）

714 マ ユ キ 牝5栗 55 L．コントレラス 稻井田安史氏 森 秀行 新ひだか タガミファーム 482＋ 21：56．3� 25．7�
（加）

815 ハナズリベンジ 牝5黒鹿55 丸田 恭介M．タバート氏 牧田 和弥 新冠 カミイスタット 482－121：56．4� 4．2�
612 エグランティーナ 牝4黒鹿54 三浦 皇成村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 528＋101：56．5クビ 21．9�
713 ロックキャンディ 牝4黒鹿54 柴山 雄一�Basic 土田 稔 新冠 佐藤 信広 498＋ 2 〃 クビ 5．8	
59 カ ン デ ラ 牝4黒鹿54 大野 拓弥ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 498＋221：56．81� 3．9

23 ブロンクスシルバー 牝5芦 55 蛯名 正義 �社台レースホース吉田 直弘 千歳 社台ファーム 488－ 41：56．9� 12．8�
47 メイショウナゴミ 牝4青鹿54 津村 明秀松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 446－ 81：57．11� 27．4
11 デルマハンニャ 牝6鹿 55 柴田 大知浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 460＋ 61：57．2� 144．5�
24 デザートオブムーン 牝5黒鹿55 石橋 脩 �グリーンファーム畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 480＋ 61：57．4� 31．6�
48 タ プ ロ ー ム 牝6鹿 55 西村 太一清水 敏氏 南田美知雄 浦河 室田 千秋 518＋ 61：57．61� 39．2�
510 ナ ス カ ザ ン 牝4鹿 54

51 ▲木幡 初也小山田 満氏 鈴木 伸尋 日高 日高大洋牧場 B468± 01：57．7� 14．4�
12 ル ア ノ ヴ ァ 牝5鹿 55 田中 博康�ノースヒルズ 	島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 418＋ 21：57．8クビ 62．7�
816 フォルゴラーレ 牝4黒鹿54 吉田 隼人藤田 孟司氏 吉村 圭司 日高 モリナガファーム 488± 01：58．43� 86．9�
611 ベルフィオーレ 牝5黒鹿55 戸崎 圭太 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 454＋221：58．82� 16．5�
35 ヴェルメンティーノ 牝5栗 55

54 ☆石川裕紀人吉川 朋宏氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム B426－ 21：59．11� 58．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，208，300円 複勝： 65，301，800円 枠連： 30，371，500円
馬連： 115，628，900円 馬単： 48，512，900円 ワイド： 64，538，000円
3連複： 146，515，600円 3連単： 188，002，800円 計： 699，079，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 240円 � 720円 � 210円 枠 連（3－7） 1，560円

馬 連 �� 8，970円 馬 単 �� 15，670円

ワ イ ド �� 2，890円 �� 930円 �� 2，550円

3 連 複 ��� 16，940円 3 連 単 ��� 109，560円

票 数

単勝票数 計 402083 的中 � 50863（4番人気）
複勝票数 計 653018 的中 � 74459（4番人気）� 19381（12番人気）� 90434（3番人気）
枠連票数 計 303715 的中 （3－7） 15020（7番人気）
馬連票数 計1156289 的中 �� 9983（33番人気）
馬単票数 計 485129 的中 �� 2321（60番人気）
ワイド票数 計 645380 的中 �� 5637（37番人気）�� 18535（6番人気）�� 6408（32番人気）
3連複票数 計1465156 的中 ��� 6484（54番人気）
3連単票数 計1880028 的中 ��� 1244（338番人気）

ハロンタイム 13．0―12．5―14．0―13．7―13．0―12．5―12．4―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．5―39．5―53．2―1：06．2―1：18．7―1：31．1―1：43．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．5
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ヴィータアレグリア �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Lion Heart デビュー 2013．8．25 新潟6着

2011．2．6生 牝5黒鹿 母 カクタスペア 母母 Cactus Belle 13戦3勝 賞金 29，220，000円
〔制裁〕 メイショウナゴミ号の騎手津村明秀は，発馬機内での御法（突進された）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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 エグランティエ号・スラリーアイス号・ファイトユアソング号・ブルーボサノヴァ号・ベストセラーアスク号
※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。



00045 1月11日 晴 良 （28中山1）第4日 第9競走 ��
��2，400�

な り た

成 田 特 別
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

成田市長賞（1着）
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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
2：28．8
2：28．6

重
不良

11 シ ッ プ ウ �5黒鹿57 大野 拓弥 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 486± 02：36．9 8．6�

510 サトノセレリティ 牡5鹿 57 蛯名 正義里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B488＋ 22：37．11	 3．2�
23 ショウナンバローネ 牡4鹿 56 田辺 裕信国本 哲秀氏 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 500－ 22：37．2
 4．7�
36 ランブリングマン 牡6鹿 57 武士沢友治スリースターズレーシング 新開 幸一 新ひだか 平野牧場 540－ 22：37．83	 44．7�
12 メイショウキトラ 牡5栗 57 岡田 祥嗣松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 磯野牧場 476－ 8 〃 アタマ 24．1�
815 レッドエンブレム 牡6黒鹿57 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 502＋ 22：38．22	 56．1	
714 アムールスキー 牡5鹿 57 柴山 雄一 
シルクレーシング 小笠 倫弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B496＋ 82：38．51
 29．6�
48 ゲルマンシチー 牡8青 57 江田 照男 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 幌村牧場 484＋ 82：38．6クビ 73．7�
59 ステージジャンプ 牡6鹿 57 内田 博幸合同会社小林英一

ホールディングス 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 504＋ 4 〃 クビ 16．9
24 ヘルツフロイント 牡5黒鹿57 田中 勝春 �グリーンファーム古賀 慎明 千歳 社台ファーム 492＋ 4 〃 ハナ 7．3�
713 ホワイトフリート 牡6芦 57 横山 典弘 
キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 474＋ 4 〃 ハナ 49．8�
35 コンセギール 牡4黒鹿56 戸崎 圭太前田 葉子氏 浜田多実雄 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506－ 62：39．02	 13．0�
612 ロードシャリオ 牡4鹿 56 吉田 豊 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 482＋ 22：39．1クビ 21．7�
816 タガノハヤテ 牡5栗 57 岩田 康誠八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 岡牧場 506＋ 22：39．42 14．2�
611 マ ル マ ロ ス 牡6芦 57 三浦 皇成ディアレストクラブ� 新開 幸一 新ひだか 稲葉牧場 B534＋142：41．6大差 126．4�
47 リアルエンブレム 牡6鹿 57 井上 敏樹 
サンデーレーシング 武井 亮 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520－ 6 （競走中止） 14．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 43，080，200円 複勝： 68，135，900円 枠連： 42，494，200円
馬連： 139，377，200円 馬単： 59，120，700円 ワイド： 71，454，600円
3連複： 177，896，100円 3連単： 227，385，700円 計： 828，944，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 240円 � 150円 � 180円 枠 連（1－5） 1，270円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 4，240円

ワ イ ド �� 630円 �� 870円 �� 440円

3 連 複 ��� 2，840円 3 連 単 ��� 21，780円

票 数

単勝票数 計 430802 的中 � 39934（4番人気）
複勝票数 計 681359 的中 � 61088（4番人気）� 139218（1番人気）� 100727（2番人気）
枠連票数 計 424942 的中 （1－5） 25819（3番人気）
馬連票数 計1393772 的中 �� 61793（3番人気）
馬単票数 計 591207 的中 �� 10441（12番人気）
ワイド票数 計 714546 的中 �� 28747（4番人気）�� 20209（6番人気）�� 44168（1番人気）
3連複票数 計1778961 的中 ��� 46963（2番人気）
3連単票数 計2273857 的中 ��� 7569（32番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―12．5―13．4―12．9―13．5―13．5―12．6―13．0―13．8―13．5―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．2―36．7―50．1―1：03．0―1：16．5―1：30．0―1：42．6―1：55．6―2：09．4―2：22．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F54．3―3F41．3
1
�
16－（7，5）12（10，13）9（3，11）－（2，15，14）4（1，8）6
16－（10，13）（5，12）（3，2，15）－（9，14，8）（1，4）6，11

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

勝馬の
紹 介

シ ッ プ ウ �
�
父 コンデュイット �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2013．12．15 中山3着

2011．3．13生 �5黒鹿 母 バレンソール 母母 ミストラルアゲン 25戦3勝 賞金 48，113，000円
〔競走中止〕 リアルエンブレム号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため2周目3コーナーで競走中止。
※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 トーセンアーネスト号・ノースランドボーイ号・パッショネイトラン号

00046 1月11日 晴 良 （28中山1）第4日 第10競走 ��
��1，200�サンライズステークス

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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

23 スカイキューティー 牝6黒鹿55 吉田 豊杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 480＋ 41：08．2 25．9�
24 ク リ ス マ ス 牝5黒鹿55 勝浦 正樹 M・

Kenichiホールディング� 伊藤 大士 新冠 アラキフアーム 462－ 4 〃 ハナ 4．3�
816 メイショウブイダン 牡5鹿 57 吉田 隼人松本 好雄氏 西浦 勝一 日高 長谷川牧場 468－ 4 〃 クビ 8．4�
35 ローズミラクル 牡6青鹿57 三浦 皇成 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 540－ 6 〃 アタマ 4．0�
510 トーセンラーク 牝4栗 54 横山 典弘島川 	哉氏 菅原 泰夫 浦河 中神牧場 488＋ 41：08．41 55．8

612 プレイズエターナル 牡6黒鹿57 戸崎 圭太 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 B498＋ 21：08．5� 6．7�
36 	 フォーチュンスター 
7鹿 57 岩田 康誠前田 幸治氏 鈴木 孝志 新冠 ノースヒルズマネジメント 524± 0 〃 クビ 7．9�
11 ナイトフォックス 牡4鹿 56 田中 勝春石瀬 浩三氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 81：08．6クビ 15．4
12 マルヨバクシン 牝4栗 54 国分 恭介野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 482－121：08．7� 12．2�
714 クリノコマチ 牝5栗 55 嶋田 純次栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 452＋ 41：08．91� 71．3�
47 カシノワルツ 牝6黒鹿55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B460＋ 2 〃 クビ 13．2�
48 アンブリカル 牝4青鹿54 江田 照男上野 直樹氏 清水 英克 新ひだか 下屋敷牧場 436－ 21：09．0クビ 48．0�
815 モンマックス 牡6鹿 57 大野 拓弥�和田牧場 和田 正道 浦河 川越ファーム 536＋ 61：09．31� 50．9�
611 カラダレジェンド 牡5鹿 57 木幡 初広子安 裕樹氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 4 〃 ハナ 125．4�
713 デルマネコムスメ 牝6栗 55 西田雄一郎浅沼 廣幸氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 448± 01：09．4� 147．2�
59 エイシンオルドス 牝5栗 55 蛯名 正義�栄進堂 坂口 正則 浦河 梅田牧場 B500± 01：10．25 28．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，386，700円 複勝： 88，427，500円 枠連： 54，785，200円
馬連： 204，314，300円 馬単： 84，138，900円 ワイド： 93，045，300円
3連複： 261，483，000円 3連単： 349，776，200円 計： 1，192，357，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，590円 複 勝 � 680円 � 210円 � 310円 枠 連（2－2） 8，020円

馬 連 �� 6，710円 馬 単 �� 15，720円

ワ イ ド �� 2，260円 �� 2，720円 �� 930円

3 連 複 ��� 15，220円 3 連 単 ��� 128，790円

票 数

単勝票数 計 563867 的中 � 17400（9番人気）
複勝票数 計 884275 的中 � 28730（9番人気）� 131933（2番人気）� 72635（5番人気）
枠連票数 計 547852 的中 （2－2） 5293（25番人気）
馬連票数 計2043143 的中 �� 23575（27番人気）
馬単票数 計 841389 的中 �� 4013（63番人気）
ワイド票数 計 930453 的中 �� 10437（27番人気）�� 8642（33番人気）�� 26734（8番人気）
3連複票数 計2614830 的中 ��� 12879（55番人気）
3連単票数 計3497762 的中 ��� 1969（434番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．2―11．3―11．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．0―45．3―56．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F34．2
3 3，4（1，16）（5，14）（10，7）2，6，11，8，9，13，12，15 4 3，4（1，16）（5，14）（2，10，7）6（8，11）（12，9，13）15

勝馬の
紹 介

スカイキューティー �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Majestic Light デビュー 2013．2．17 京都4着

2010．3．15生 牝6黒鹿 母 スギノキューティー 母母 Summer Mood 24戦4勝 賞金 59，461，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 アブマーシュ号・インスペード号・エリーティアラ号・マジックシャトル号・ユキノアイオロス号・

レッドキャンティー号

２レース目



00047 1月11日 晴 良 （28中山1）第4日 第11競走 ��
��1，600�第32回フェアリーステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右・外）
牝，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

賞 品
本 賞 35，000，000円 14，000，000円 8，800，000円 5，300，000円 3，500，000円
付 加 賞 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

36 ビービーバーレル 牝3栗 54 石橋 脩坂東 勝彦氏 中舘 英二 浦河 絵笛牧場 480＋ 21：34．3 6．8�
24 ダイワドレッサー 牝3鹿 54 三浦 皇成大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 450－ 21：34．61	 17．8�
35 ダイワダッチェス 牝3鹿 54 柴田 善臣大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 464± 01：34．7	 11．6�
713 クードラパン 牝3黒鹿54 田辺 裕信 �シルクレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 482＋ 4 〃 クビ 8．0�
23 コパノマリーン 牝3鹿 54 田中 勝春小林 祥晃氏 斎藤 誠 日高 ヤナガワ牧場 428＋ 21：34．91
 10．2�
510 ラブリーアモン 牝3青 54 武士沢友治平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 478＋101：35．0� 11．9	
612 リ セ エ ン ヌ 牝3青鹿54 蛯名 正義吉田 照哉氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 416－ 21：35．21
 5．7

714 アルジャンテ 牝3芦 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 41：35．3	 9．0�
48 フジマサアクトレス 牝3鹿 54 吉田 隼人藤原 正一氏 菊川 正達 浦河 酒井牧場 452＋ 4 〃 クビ 36．2�
59 レッドシルヴィ 牝3鹿 54 L．コントレラス 東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 434± 01：35．4� 16．4�

（加）

47 ラ シ ー ム 牝3鹿 54 勝浦 正樹若松 伸治氏 栗田 徹 浦河 中村 雅明 452± 01：35．5� 31．3�
11 ボーアムルーズ 牝3鹿 54 大野 拓弥 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 栗田 徹 新ひだか 服部 牧場 488＋161：35．81	 60．1�
12 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 438－ 2 〃 クビ 165．3�
815 ルミナスティアラ 牝3鹿 54 内田 博幸 �サンデーレーシング 奥村 武 安平 ノーザンファーム 456＋201：35．9	 20．4�
611 シーブリーズラブ 牝3鹿 54 横山 典弘島川 �哉氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 440± 01：36．53� 6．6�
816 ハマヒルガオ 牝3黒鹿54 石川裕紀人金子真人ホール

ディングス 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 474－ 41：36．81	 31．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 197，049，000円 複勝： 245，194，900円 枠連： 224，237，600円
馬連： 820，514，900円 馬単： 327，740，300円 ワイド： 316，681，400円
3連複： 1，321，450，700円 3連単： 1，879，952，400円 計： 5，332，821，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 250円 � 520円 � 340円 枠 連（2－3） 1，440円

馬 連 �� 5，600円 馬 単 �� 9，750円

ワ イ ド �� 1，900円 �� 1，120円 �� 2，440円

3 連 複 ��� 15，380円 3 連 単 ��� 79，270円

票 数

単勝票数 計1970490 的中 � 229216（3番人気）
複勝票数 計2451949 的中 � 278948（3番人気）� 112879（10番人気）� 186442（5番人気）
枠連票数 計2242376 的中 （2－3） 119879（6番人気）
馬連票数 計8205149 的中 �� 113440（24番人気）
馬単票数 計3277403 的中 �� 25186（42番人気）
ワイド票数 計3166814 的中 �� 42700（24番人気）�� 74497（7番人気）�� 32902（30番人気）
3連複票数 計13214507 的中 ��� 64402（50番人気）
3連単票数 計18799524 的中 ��� 17192（253番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―35．5―47．5―59．6―1：11．2―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．7

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

勝馬の
紹 介

ビービーバーレル �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2015．6．28 東京2着

2013．3．25生 牝3栗 母 ファインディンプル 母母 ファインディッシュ 6戦2勝 賞金 47，924，000円
〔制裁〕 コパノマリーン号の騎手田中勝春は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成28年1月16日から平成28年1月

31日まで騎乗停止。（被害馬：9番・15番・11番・16番）
※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 アラモアナワヒネ号・カジノクイーン号・カトルラポール号・コルコバード号・シトロン号・タガノヴィアーレ号・

トウカイフィーバー号・レッドエトワール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

00048 1月11日 晴 良 （28中山1）第4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

815 マイネルサージュ 牡4鹿 56 F．ベリー �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 洞�湖 レイクヴィラファーム 502＋ 22：15．1 9．2�

（愛）

59 ブライトバローズ 牡4鹿 56 内田 博幸猪熊 広次氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 488－ 42：15．31	 5．5�
24 コティニャック 牡4青鹿56 柴田 善臣伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 524－ 2 〃 クビ 4．4�
816 ヴァルコイネン 牡5芦 57 田辺 裕信吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 470＋10 〃 ハナ 23．2�
47 クラシックエース 牡4鹿 56 横山 典弘 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 430± 02：15．4
 20．7	
36 オウケンブラック 牡5鹿 57 柴山 雄一福井 明氏 田中 剛 洞�湖 レイクヴィラファーム 482＋10 〃 アタマ 23．0

510 メイアルーア 牡4栗 56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 伊藤 大士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋24 〃 同着 10．0�
11 マイネルカレッツァ 牡4黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中舘 英二 日高 白井牧場 508＋ 42：15．61
 5．1�
23 ウインブルーローズ 牡4鹿 56 松岡 正海�ウイン 高橋 祥泰 浦河 鎌田 正嗣 476＋ 2 〃 ハナ 38．1
48 アドマイヤピンク 牝4栗 54 岩田 康誠近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 472－ 2 〃 アタマ 7．2�
611 プラトンイミシャン 牡4鹿 56 勝浦 正樹池谷 誠一氏 粕谷 昌央 むかわ 上水牧場 466＋ 22：15．7
 28．6�
612 トーカティヴ 牡4青鹿56 石橋 脩 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452＋ 22：15．8クビ 128．3�
713 サトノファンタス 牡4鹿 56 三浦 皇成里見 治氏 鹿戸 雄一 新ひだか 服部 牧場 426＋ 22：16．01
 169．4�
714 ウインティアラ 牝4鹿 54

51 ▲井上 敏樹�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 416＋ 42：16．1
 33．4�
12 ココスタイル 牡4芦 56 蛯名 正義林 正道氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 542＋342：16．52
 100．2�
35 ゴージャスガール 牝4黒鹿54 大野 拓弥飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 444＋102：17．56 17．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 71，753，900円 複勝： 102，543，300円 枠連： 60，602，000円
馬連： 223，215，500円 馬単： 92，310，700円 ワイド： 107，365，100円
3連複： 293，584，400円 3連単： 422，792，800円 計： 1，374，167，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 270円 � 210円 � 180円 枠 連（5－8） 1，220円

馬 連 �� 3，630円 馬 単 �� 7，460円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 720円 �� 550円

3 連 複 ��� 4，810円 3 連 単 ��� 32，950円

票 数

単勝票数 計 717539 的中 � 61759（5番人気）
複勝票数 計1025433 的中 � 88059（5番人気）� 126737（3番人気）� 160295（2番人気）
枠連票数 計 606020 的中 （5－8） 38235（5番人気）
馬連票数 計2232155 的中 �� 47636（12番人気）
馬単票数 計 923107 的中 �� 9278（26番人気）
ワイド票数 計1073651 的中 �� 20248（13番人気）�� 38313（5番人気）�� 51788（2番人気）
3連複票数 計2935844 的中 ��� 45726（8番人気）
3連単票数 計4227928 的中 ��� 9301（78番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．9―13．2―13．1―12．8―12．5―11．9―11．4―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．0―36．9―50．1―1：03．2―1：16．0―1：28．5―1：40．4―1：51．8―2：03．2

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルサージュ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．12．7 中山1着

2012．4．13生 牡4鹿 母 サ オ ヒ メ 母母 ハ ル カ ゼ 8戦2勝 賞金 22，728，000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 ストーミング号・ニシノカザブエ号
※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4日 1月11日 （祝日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 192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

239，270，000円
9，630，000円
1，910，000円
26，450，000円
77，594，000円
5，195，000円
1，843，200円

勝馬投票券売得金
621，602，700円
978，966，300円
561，394，200円
2，019，558，200円
888，617，700円
942，710，000円
2，849，811，900円
3，997，510，600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 12，860，171，600円

総入場人員 23，158名 （有料入場人員 21，219名）
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