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00049 1月16日 晴 良 （28中山1）第5日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時00分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

510 キーウエスト 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか 飛野牧場 454－ 81：13．1 3．5�
24 ヴ ァ ル ー ル 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �荻伏服部牧場 武井 亮 浦河 荻伏服部牧場 440－ 21：13．52� 85．8�
713 ハッピープリティー 牝3栗 54 蛯名 正義道永 幸治氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 442－ 41：13．6クビ 1．9�
714 アイリーアイリー 牝3栗 54 松岡 正海松岡 ゆか氏 加藤 和宏 日高 アイズスタッド株式会社 452＋ 41：14．13 234．6�
59 ペルルクロシュ 牝3黒鹿54 柴山 雄一ディアレストクラブ� 小笠 倫弘 新冠 赤石 久夫 448＋ 8 〃 クビ 18．3	
11 サンダーバトル 牝3黒鹿54 柴田 大知吉田喜代司氏 土田 稔 千歳 社台ファーム 450＋ 61：14．31� 10．5

47 ヴィレミーナ 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹増田 和啓氏 田村 康仁 新ひだか チャンピオンズファーム 448＋ 81：14．4� 44．3�
36 ビ バ ラ ビ ダ 牝3鹿 54 三浦 皇成桐谷 茂氏 石栗 龍彦 浦河 久保 昇 458－ 81：14．5クビ 8．3�
816 ボーナスチャンス 牝3黒鹿54 内田 博幸薗部 博之氏 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社須野牧場 484＋ 61：14．71� 17．8�
23 オヒアレフア 牝3青鹿54 江田 照男�錦岡牧場 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 448＋ 21：14．91� 120．9�
611 エルフリーデ 牝3栗 54 村田 一誠平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 日高 横井 哲 456＋ 61：15．0� 400．6�
48 キョウエイアムール 牝3栗 54 西田雄一郎田中 晴夫氏 武市 康男 新ひだか 藤沢牧場 414± 01：15．1� 18．9�
12 ハミングウィズミー 牝3栗 54 丸田 恭介吉田 照哉氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム 460＋ 4 〃 クビ 70．6�
612 フェアリーレディ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行菅原 光博氏 大和田 成 新ひだか 坂本 春雄 434＋ 81：16．48 275．5�
35 ニシノヒロイン 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 加藤 和宏 新ひだか 本桐牧場 402－ 61：16．71� 297．5�
815 トドロキボサツ 牝3鹿 54 武士沢友治原田昭太郎氏 古賀 史生 青森 長谷地 義正 424＋101：16．8クビ 116．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，531，500円 複勝： 60，335，900円 枠連： 13，403，600円
馬連： 53，035，700円 馬単： 30，570，500円 ワイド： 31，042，400円
3連複： 74，530，500円 3連単： 100，964，000円 計： 384，414，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 1，230円 � 110円 枠 連（2－5） 6，170円

馬 連 �� 19，470円 馬 単 �� 24，280円

ワ イ ド �� 4，240円 �� 160円 �� 2，870円

3 連 複 ��� 9，010円 3 連 単 ��� 77，870円

票 数

単勝票数 計 205315 的中 � 46329（2番人気）
複勝票数 計 603359 的中 � 66473（2番人気）� 3485（11番人気）� 382245（1番人気）
枠連票数 計 134036 的中 （2－5） 1681（17番人気）
馬連票数 計 530357 的中 �� 2111（32番人気）
馬単票数 計 305705 的中 �� 944（49番人気）
ワイド票数 計 310424 的中 �� 1486（35番人気）�� 67184（1番人気）�� 2213（26番人気）
3連複票数 計 745305 的中 ��� 6198（25番人気）
3連単票数 計1009640 的中 ��� 940（185番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．6―12．5―12．5―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．7―47．2―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キーウエスト �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Lyphard デビュー 2015．7．25 福島4着

2013．1．29生 牝3鹿 母 キ ー ブ ギ ー 母母 Key Dancer 6戦1勝 賞金 9，900，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ビュウイモン号

00050 1月16日 晴 良 （28中山1）第5日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時30分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

59 インザバブル 牡3鹿 56 蛯名 正義�G1レーシング 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490± 01：56．5 1．2�

713 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 B480＋ 21：57．45 9．9�

24 テ ィ ー ソ ル 牡3鹿 56 松岡 正海�高橋ファーム 伊藤 伸一 日高 豊洋牧場 494＋ 21：58．67 143．1�
612 サトノオマージュ 牡3鹿 56 内田 博幸里見 治氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 496＋ 61：58．81� 56．9�
816 ウインフラクタル 牡3栗 56 嘉藤 貴行�ウイン 中野 栄治 浦河 小倉牧場 466＋ 61：58．9� 333．3	
611 シエラヴェルデ 牡3鹿 56 柴山 雄一 �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 498＋ 4 〃 ハナ 35．2

11 カ ム イ 牡3鹿 56 柴田 善臣川島 吉男氏 大和田 成 新ひだか 木田牧場 466＋ 21：59．0� 9．1�
23 マイネルリーブラ 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 新冠橋本牧場 508－ 61：59．1クビ 27．7�
48 ウインアンビション 牡3鹿 56 丹内 祐次�ウイン 畠山 吉宏 むかわ 真壁 信一 486－ 21：59．2� 419．4
12 グッドフォーサイト 牡3鹿 56 村田 一誠 �社台レースホース水野 貴広 千歳 社台ファーム 446＋ 21：59．41� 328．7�
714 リネンジェット 牡3青鹿 56

53 ▲井上 敏樹戸山 光男氏 和田 雄二 日高 前川 義則 484＋ 61：59．82� 278．7�
815 ダイワオッズ 牡3栗 56 丸田 恭介大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 470＋ 82：00．65 18．0�
35 ドリームニックス 牡3栗 56 江田 照男細谷 典幸氏 中川 公成 日高 藤本ファーム 438＋122：00．91� 80．8�
47 シャイニーゴールド 牡3栗 56 F．ベリー 小林 昌志氏 池上 昌弘 新ひだか 千代田牧場 B480＋ 42：01．75 17．3�

（愛）

36 ブルームグラス 牡3鹿 56 横山 典弘島川 �哉氏 菅原 泰夫 新冠 浜口牧場 498＋ 22：01．8クビ 66．1�
510 ショウブバリキ 牡3鹿 56 嶋田 純次長塩 豊氏 菅原 泰夫 日高 長谷川 一男 444＋ 82：02．43� 660．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，585，200円 複勝： 100，745，300円 枠連： 14，643，800円
馬連： 48，363，900円 馬単： 37，336，500円 ワイド： 28，897，000円
3連複： 61，458，400円 3連単： 113，911，500円 計： 431，941，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 150円 � 1，160円 枠 連（5－7） 310円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 410円

ワ イ ド �� 180円 �� 1，500円 �� 3，970円

3 連 複 ��� 6，670円 3 連 単 ��� 13，180円

票 数

単勝票数 計 265852 的中 � 169554（1番人気）
複勝票数 計1007453 的中 � 797778（1番人気）� 55105（2番人気）� 3704（11番人気）
枠連票数 計 146438 的中 （5－7） 35864（1番人気）
馬連票数 計 483639 的中 �� 99452（1番人気）
馬単票数 計 373365 的中 �� 68002（1番人気）
ワイド票数 計 288970 的中 �� 53616（1番人気）�� 4149（18番人気）�� 1521（33番人気）
3連複票数 計 614584 的中 ��� 6903（20番人気）
3連単票数 計1139115 的中 ��� 6262（42番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．0―38．4―52．2―1：05．3―1：17．5―1：30．1―1：43．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F39．0
1
3
1，8（6，15）（3，13）（5，9，16）－12－14，2，11－4＝10－7・（1，8，15，13）－9（6，11）（4，16）－（3，5）（12，14）－2－7＝10

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

勝馬の
紹 介

インザバブル �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．12．27 中山2着

2013．2．24生 牡3鹿 母 バブリームード 母母 バブルドリーム 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シャイニーゴールド号・ブルームグラス号・ショウブバリキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，平成28年2月16日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 シゲルトゲフグ号・ダイメイキング号・ヤサカブレイブ号・ララパルーザ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第１回 中山競馬 第５日



00051 1月16日 晴 良 （28中山1）第5日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時00分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

11 タ ニ ガ ワ 牡3鹿 56 戸崎 圭太江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 466＋ 41：13．7 12．6�
35 ボ ナ テ ス タ 牡3鹿 56 江田 照男佐々木雄二氏 武藤 善則 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442± 01：13．91� 13．4�
611 セデュイール 牝3鹿 54 田中 博康落合 幸弘氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 490－ 21：14．11 26．5�
12 セレノグラフィー 牡3黒鹿56 柴山 雄一村野 康司氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 508＋ 6 〃 クビ 12．2�
24 ルクナバード 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 450＋ 41：14．2� 57．3�
47 ケイエスフェアリー 牝3黒鹿54 三浦 皇成キヨシサービス	 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 474＋10 〃 クビ 13．7

510 グローリアスクロワ 牝3栗 54 柴田 大知日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 454＋ 6 〃 ハナ 4．2�
36 ハ ネ ト 牝3鹿 54 柴田 善臣矢野 和雅氏 柴田 政人 日高 ノースガーデン 464＋ 41：14．41 4．5�
816 テイエムクック 牡3黒鹿56 F．ベリー 竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 松浦牧場 454＋121：14．72 4．6

（愛）

714 パーティザンマイ 	3鹿 56 西村 太一�ミルファーム 松山 将樹 日高 前川 義則 458＋10 〃 ハナ 204．8�
815 カシノアーニング 牡3鹿 56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 白瀬 盛雄 B460＋ 61：14．8
 6．1�
612 グラスアンジェラ 牝3鹿 54 村田 一誠半沢� 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 B438－141：15．01 309．9�
48 サフランナイト 牡3鹿 56 木幡 初広海原 聖一氏 高橋 義博 平取 高橋 啓 436± 01：15．1
 392．9�
59 クラウンラーク 牡3鹿 56 嶋田 純次島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 452＋101：15．31
 126．0�
713 コウキアツガール 牝3栗 54 西田雄一郎吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新ひだか 見上牧場 458－ 6 〃 ハナ 35．9�
23 ユイノロマン 牝3鹿 54 丹内 祐次由井健太郎氏 黒岩 陽一 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 428＋ 61：16．79 270．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，797，100円 複勝： 31，141，600円 枠連： 18，366，300円
馬連： 50，756，100円 馬単： 25，753，800円 ワイド： 28，632，300円
3連複： 63，098，200円 3連単： 74，505，000円 計： 312，050，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 400円 � 390円 � 720円 枠 連（1－3） 1，020円

馬 連 �� 6，400円 馬 単 �� 13，600円

ワ イ ド �� 1，670円 �� 5，080円 �� 4，440円

3 連 複 ��� 58，640円 3 連 単 ��� 364，970円

票 数

単勝票数 計 197971 的中 � 12535（6番人気）
複勝票数 計 311416 的中 � 21410（6番人気）� 21948（5番人気）� 10700（9番人気）
枠連票数 計 183663 的中 （1－3） 13828（5番人気）
馬連票数 計 507561 的中 �� 6141（27番人気）
馬単票数 計 257538 的中 �� 1420（56番人気）
ワイド票数 計 286323 的中 �� 4506（24番人気）�� 1439（44番人気）�� 1647（41番人気）
3連複票数 計 630982 的中 ��� 807（134番人気）
3連単票数 計 745050 的中 ��� 148（779番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．8―12．7―13．0―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．5―47．2―1：00．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F39．2
3 6（7，13）2（15，14）（5，16）－4（3，1）－10（12，11）8＝9 4 ・（6，7，13）2（16，15，14）5－（4，1）－（3，11）10（12，8）＝9

勝馬の
紹 介

タ ニ ガ ワ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．8．22 新潟16着

2013．4．24生 牡3鹿 母 ブロードスマイル 母母 プリスティン 4戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エブリーナイト号
（非抽選馬） 3頭 グラスドルチェ号・パーソナルブルー号・ヤマブキ号
※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。

00052 1月16日 晴 良 （28中山1）第5日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時30分 （ダート・右）
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

59 カナスヌーマ 牝3鹿 54 横山 典弘石瀬 浩三氏 奥平 雅士 浦河 杵臼牧場 498 ―1：59．2 14．1�
47 アートハルキ 牡3鹿 56 柴田 善臣森山 進氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 480 ―1：59．41� 6．9�
713 ベバスカーン 牡3鹿 56 村田 一誠千明牧場 勢司 和浩 浦河 田中スタッド 522 ― 〃 ハナ 100．8�
48 イスズブライト 牡3鹿 56 柴山 雄一�イスズ牧場 相沢 郁 浦河 イスズ牧場 480 ―1：59．61� 3．8�
510 クラウンマグマ 牡3黒鹿56 丸田 恭介矢野 恭裕氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 472 ―1：59．7	 23．8�
12 タ ト ゥ ー 牡3栗 56 武士沢友治石川 達絵氏 大竹 正博 日高 白井牧場 470 ―1：59．91� 39．0	
35 アシャカクール 牝3栗 54 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 安平 ノーザンファーム 434 ―2：00．0� 62．7

612 フォックストロット 牡3鹿 56 戸崎 圭太村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 496 ―2：00．42� 8．1�
23 スカイドラゴン 牡3鹿 56 内田 博幸�谷川牧場 木村 哲也 浦河 谷川牧場 494 ―2：00．5クビ 5．8�
24 バルバムーシュ 牡3鹿 56 江田 照男山下 恭茂氏 蛯名 利弘 浦河 山下 恭茂 480 ―2：00．71� 43．2
816 スタッドドフランス 牝3栗 54 蛯名 正義渡邊 隆氏 尾形 充弘 新冠 森 牧場 450 ―2：00．91� 11．1�
815 フ ュ テ ー ル 牡3青鹿56 F．ベリー 落合 幸弘氏 矢野 英一 日高 山際 辰夫 494 ―2：01．0クビ 7．1�

（愛）

611 ヌーヴェルモード 牝3黒鹿54 松岡 正海 H.F Association 杉浦 宏昭 新ひだか 水上 習孝 430 ―2：01．74 35．6�
36 プラチナフェアリー 牝3芦 54 伊藤 工真 �シルクレーシング 奥村 武 安平 ノーザンファーム 438 ― 〃 クビ 31．4�
714 ワンアームドシザー 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎小阪 優友氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 504 ―2：02．01	 14．6�
11 エ キ リ ブ レ 牡3黒鹿 56

53 ▲井上 敏樹桜井 忠隆氏 和田正一郎 苫小牧 藤澤 昭勝 470 ―2：03．17 199．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，165，900円 複勝： 28，703，300円 枠連： 17，855，900円
馬連： 46，886，100円 馬単： 22，808，600円 ワイド： 24，723，700円
3連複： 55，167，100円 3連単： 61，904，800円 計： 278，215，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，410円 複 勝 � 430円 � 270円 � 2，530円 枠 連（4－5） 920円

馬 連 �� 4，250円 馬 単 �� 9，610円

ワ イ ド �� 1，750円 �� 16，050円 �� 9，110円

3 連 複 ��� 137，000円 3 連 単 ��� 660，010円

票 数

単勝票数 計 201659 的中 � 11364（7番人気）
複勝票数 計 287033 的中 � 17632（8番人気）� 31441（4番人気）� 2560（15番人気）
枠連票数 計 178559 的中 （4－5） 14989（3番人気）
馬連票数 計 468861 的中 �� 8536（17番人気）
馬単票数 計 228086 的中 �� 1780（40番人気）
ワイド票数 計 247237 的中 �� 3726（19番人気）�� 392（100番人気）�� 693（84番人気）
3連複票数 計 551671 的中 ��� 302（312番人気）
3連単票数 計 619048 的中 ��� 68（1650番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．6―39．0―52．8―1：06．3―1：19．4―1：32．8―1：45．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．9―3F39．8
1
3

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

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

カナスヌーマ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Montjeu 初出走

2013．3．19生 牝3鹿 母 ラ ー ナ ッ ク 母母 Gardd 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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 ゴールデンブレイヴ号・サングラスポテト号・スプリングラン号・チェストケゴールド号・ハミルトンパーク号・

ブレスアロット号・モルゲンロート号
※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。



00053 1月16日 晴 良 （28中山1）第5日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時20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 1，025，000
1，025，000

円
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

510 イマジンザット 牡3鹿 56 戸崎 圭太林 正道氏 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 430－ 82：01．7 1．7�
815 シャリオヴァルト 牡3鹿 56 蛯名 正義前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466± 02：02．02 4．2�
59 バルダッサーレ 牡3黒鹿56 F．ベリー 伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 484＋102：02．1� 9．3�
（愛）

816 ダ イ フ ク 牡3黒鹿56 武士沢友治小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 前田 宗将 478－ 2 〃 同着 91．9�
36 コスモジャーベ 牡3黒鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 坂本 智広 468－ 2 〃 ハナ 7．9�
612 ダノンサーガ 牡3栗 56 横山 典弘	ダノックス 萩原 清 安平 ノーザンファーム 518＋302：02．2� 23．1

35 ウエスタンエスプリ 牡3鹿 56 柴田 善臣西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか ウエスタンファーム 508＋ 42：02．41	 136．8�
48 ヤマニンリュウセイ 牡3栗 56 柴山 雄一土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 458＋ 2 〃 クビ 11．4�
714 キングサンデー 牡3鹿 56 丸田 恭介戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 454＋ 2 〃 ハナ 273．4
24 エイトレンジャーズ 牝3黒鹿54 伊藤 工真	LS.M 天間 昭一 日高 正和山本牧場 420＋ 62：02．5� 288．5�
12 ショウナンラピュタ 牡3芦 56 三浦 皇成�湘南 大竹 正博 浦河 大北牧場 458± 02：02．92� 37．6�
713 オーゴンワンダー 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行永田さなえ氏 小野 次郎 新冠 中本牧場 410－ 42：03．22 542．4�
47 フレンドリトル 牡3芦 56 村田 一誠戸山 昌彦氏 加藤 和宏 日高 前川 義則 444＋ 62：03．3� 106．6�
11 コスモリンクス 牡3栗 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 426＋ 82：04．04 352．3�
23 レ ク エ ル ド 牝3鹿 54 江田 照男山本 武司氏 高市 圭二 浦河 笠松牧場 446－ 4 〃 ハナ 146．6�
611 アズオールウェイズ 牡3黒鹿56 嶋田 純次島川 �哉氏 成島 英春 安平 ノーザンファーム 518＋ 42：05．38 309．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，681，600円 複勝： 75，515，100円 枠連： 14，788，600円
馬連： 58，247，500円 馬単： 37，947，100円 ワイド： 33，704，400円
3連複： 77，106，700円 3連単： 127，377，800円 計： 457，368，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 110円 �
�

140円
540円 枠 連（5－8） 290円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 130円 ��
��

200円
1，150円

��
��

270円
1，560円

3 連 複 ���
���

450円
3，490円 3 連 単 ���

���
1，050円
7，790円

票 数

単勝票数 計 326816 的中 � 151043（1番人気）
複勝票数 計 755151 的中 �

�
464274
6729
（1番人気）
（9番人気）

� 78433（2番人気）� 50829（3番人気）

枠連票数 計 147886 的中 （5－8） 38420（1番人気）
馬連票数 計 582475 的中 �� 128889（1番人気）
馬単票数 計 379471 的中 �� 58744（1番人気）
ワイド票数 計 337044 的中 ��

��
59516
17457

（1番人気）
（6番人気）

��
��

26822
2377
（2番人気）
（23番人気）

�� 3275（22番人気）

3連複票数 計 771067 的中 ��� 68931（2番人気）��� 7622（21番人気）
3連単票数 計1273778 的中 ��� 45219（1番人気）��� 5741（53番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―13．1―11．7―12．6―12．4―12．3―11．9―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．6―36．7―48．4―1：01．0―1：13．4―1：25．7―1：37．6―1：49．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．0
1
3
2，6（1，8）（5，10，15，12）（4，9）（7，13，16）（3，14）－11・（2，6）（1，8，12）10（5，9，15）－（4，16）－（3，7，13）－14－11

2
4

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

勝馬の
紹 介

イマジンザット �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Great Commotion デビュー 2015．12．27 中山2着

2013．4．25生 牡3鹿 母 シ ャ ン ラ ン 母母 Down the Line 2戦1勝 賞金 7，800，000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） 1頭 ブラソンアスール号
（非抽選馬） 2頭 アフェクテューズ号・コウキチョウサン号
※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。

00054 1月16日 晴 良 （28中山1）第5日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走12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

11 ダイワジャスト 牡5鹿 57 蛯名 正義大城 敬三氏 田中 剛 新ひだか 折手牧場 548＋ 61：12．2 6．1�
815 リュクサンブール 牡5鹿 57 横山 典弘村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 470＋ 2 〃 クビ 12．3�
714 ディアドナテロ 牡4黒鹿56 F．ベリー ディアレストクラブ� 池上 昌弘 新冠 武田牧場 B492± 01：12．3� 6．0�

（愛）

816� サダムリスペクト 牡4鹿 56 柴田 善臣大西美生子氏 本間 忍 新ひだか 神垣 道弘 464± 0 〃 アタマ 7．0�
713 ア サ マ 牡4黒鹿56 戸崎 圭太江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 484＋ 41：12．51� 3．3�
611� スガノギムレット 牡5青鹿57 丸田 恭介菅原 光博氏 清水 英克 新ひだか 田上 稔 478－141：12．6� 361．1	
510 カシノトラダマシイ 牡4黒鹿56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 柏木 一則 470＋ 61：12．81� 235．5

23 イ ア ペ ト ス 牡4鹿 56 西村 太一�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 488＋ 61：12．9クビ 14．5�
612 ヴェアリアスサマー 牡5栗 57 三浦 皇成小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 村中牧場 520＋ 21：13．11� 10．7
48 プルガステル 牡4青鹿56 柴山 雄一 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 468－ 21：13．31� 12．0�
47 ヒマラヤタカコ 牝5栗 55

52 ▲野中悠太郎辻 大作氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 480－ 21：13．4クビ 233．3�
59 ツクバジャパン 牡5芦 57 松岡 正海荻原 昭二氏 小野 次郎 新ひだか 片山牧場 532± 01：13．61	 17．3�
36 サウスリュウセイ 牡4鹿 56 江田 照男南波 壽氏 武藤 善則 浦河 高岸 順一 B476＋ 41：13．91� 36．1�
24 � ステラルーチェ 牡4栗 56 柴田 大知池田 草龍氏 高橋 祥泰 新ひだか 三石ファーム 496＋241：14．85 69．3�
12 � マルターズレーン 牡4鹿 56 西田雄一郎藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 510＋ 11：15．22	 25．9�
35 � カ ラ ッ カ ゼ 牡4鹿 56

53 ▲井上 敏樹井上 久光氏 柴田 政人 日高 下河辺牧場 B456－ 81：15．41 139．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，942，600円 複勝： 43，335，100円 枠連： 23，424，000円
馬連： 70，890，900円 馬単： 32，500，100円 ワイド： 39，073，800円
3連複： 89，033，200円 3連単： 106，800，700円 計： 433，000，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 230円 � 330円 � 230円 枠 連（1－8） 960円

馬 連 �� 3，380円 馬 単 �� 6，460円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 910円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 6，920円 3 連 単 ��� 35，610円

票 数

単勝票数 計 279426 的中 � 36354（3番人気）
複勝票数 計 433351 的中 � 51219（2番人気）� 31386（5番人気）� 50155（3番人気）
枠連票数 計 234240 的中 （1－8） 18807（3番人気）
馬連票数 計 708909 的中 �� 16226（12番人気）
馬単票数 計 325001 的中 �� 3768（23番人気）
ワイド票数 計 390738 的中 �� 7492（15番人気）�� 11240（8番人気）�� 9258（12番人気）
3連複票数 計 890332 的中 ��� 9639（21番人気）
3連単票数 計1068007 的中 ��� 2174（110番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．2―12．3―12．9―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．5―45．8―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワジャスト �
�
父 ローエングリン �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．11．30 中山11着

2011．5．31生 牡5鹿 母 ダイワフレーズ 母母 ス カ ロ 12戦3勝 賞金 30，800，000円
〔制裁〕 ヴェアリアスサマー号の騎手三浦皇成は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番・6番・5番・4番・3

番）
※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 デルマオソマツ号
※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。



00055 1月16日 晴 良 （28中山1）第5日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13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

714 メイショウフェイク 牡4鹿 56 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 504＋101：55．6 7．5�
612� ヌ ー ナ 牝4黒鹿54 蛯名 正義岡田 牧雄氏 小島 茂之 米

Frank McEn-
tee & Frank-
fort Park Farm

516－ 41：55．81	 7．6�
815 クロフネフリート 牡5鹿 57 三浦 皇成平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 536＋101：55．9クビ 3．3�
48 トミケンシェルフ 牡4栗 56

53 ▲井上 敏樹冨樫 賢二氏 武井 亮 日高 沖田牧場 488± 0 〃 クビ 19．9�
24 マイネルボルソー 牡5鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 竹中牧場 488＋ 41：56．0クビ 5．6�
12 オアフライダー 牡6鹿 57 F．ベリー Him Rock Racing 和田 雄二 日高 タバタファーム B494＋ 81：56．32 51．1	

（愛）

713 リムショット 牡5栗 57
54 ▲野中悠太郎松尾 正氏 藤原 辰雄 新ひだか 大塚牧場 484＋18 〃 ハナ 215．2


510 オメガグランディス 牡5鹿 57 戸崎 圭太原 
子氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 506－ 41：56．4	 25．8�
35 �� アメリカンストーム 牡4栗 56 津村 明秀吉澤 克己氏 相沢 郁 米 Reiko Baum &

Michael Baum 532－ 91：56．5� 9．4�
816 キ ザ シ 牡4栗 56 武士沢友治 フジワラ・ファーム 小桧山 悟 新ひだか 池田牧場 458＋121：56．92	 149．5�
47 ロマンシーズ 牡5鹿 57 柴田 善臣菅 實氏 松永 康利 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 514＋ 61：57．0クビ 97．5�
59 マイネルグルマン 牡4鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 洞湖 レイクヴィラファーム 514＋221：57．21	 54．7�
36 ヴェイルドスケール 牡4鹿 56 柴山 雄一 社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 542＋ 6 〃 アタマ 12．5�
11 キングイマデショウ 牡4鹿 56 横山 典弘首藤 徳氏 蛯名 利弘 日高 ヤナガワ牧場 486＋ 8 〃 ハナ 18．5�
611 ワラッチャオ 牝4青鹿54 松岡 正海小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 田中 裕之 480＋ 21：59．0大差 24．6�

23 レイディルアレナ 牡4鹿 56 内田 博幸佐藤牧場 高橋 文雅 新冠 カミイスタット 524－102：02．4大差 12．1�
（法634）

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，752，800円 複勝： 37，029，300円 枠連： 20，466，800円
馬連： 69，744，000円 馬単： 30，734，900円 ワイド： 35，113，100円
3連複： 82，961，400円 3連単： 93，968，300円 計： 395，770，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 240円 � 270円 � 150円 枠 連（6－7） 2，400円

馬 連 �� 2，850円 馬 単 �� 6，130円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 630円 �� 560円

3 連 複 ��� 3，520円 3 連 単 ��� 26，820円

票 数

単勝票数 計 257528 的中 � 27344（3番人気）
複勝票数 計 370293 的中 � 35879（3番人気）� 30530（5番人気）� 76757（1番人気）
枠連票数 計 204668 的中 （6－7） 6586（11番人気）
馬連票数 計 697440 的中 �� 18954（9番人気）
馬単票数 計 307349 的中 �� 3755（20番人気）
ワイド票数 計 351131 的中 �� 7711（11番人気）�� 14425（3番人気）�� 16666（2番人気）
3連複票数 計 829614 的中 ��� 17676（5番人気）
3連単票数 計 939683 的中 ��� 2540（49番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―38．1―51．7―1：04．4―1：16．8―1：29．5―1：42．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．8
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウフェイク �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．1．10 中山2着

2012．2．10生 牡4鹿 母 ペルヴィアンリリー 母母 ラスティックベル 6戦2勝 賞金 15，400，000円
〔制裁〕 リムショット号の騎手野中悠太郎は，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10，000円。（被害馬：2番・1番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レイディルアレナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年2月16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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ナスノアオバ号
※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。

00056 1月16日 晴 良 （28中山1）第5日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時55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

47 コスタアレグレ 牡6栗 57 蛯名 正義安原 浩司氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田牧場 482＋ 21：11．5 2．9�
59 ヤマニンシャンデル 牝4栗 54 戸崎 圭太土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 452－ 41：11．6� 6．2�
612 メランコリア 牝4栗 54 西村 太一�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 476± 0 〃 ハナ 28．9�
816 マイネルエスパス 牡4青鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新ひだか 木下牧場 506± 01：11．7� 5．6�
714 シゲルハダカマツリ 牡4鹿 56 内田 博幸森中 蕃氏 伊藤 圭三 浦河 惣田 英幸 B550＋ 61：11．91� 8．3	
36 ワイルドドラゴン 牡6鹿 57 柴山 雄一窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 536－ 4 〃 ハナ 40．2

24 サンレイクウッド 牡5鹿 57

54 ▲井上 敏樹加藤 信之氏 萱野 浩二 むかわ 真壁 信一 530＋ 41：12．0クビ 20．4�
11 � サウスキング 牡5黒鹿57 伊藤 工真南波 壽氏 久保田貴士 新冠 武田 修一 488＋ 8 〃 ハナ 22．4�
815 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 470＋ 21：12．21� 17．0
12 カシノインカローズ 牝7鹿 55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 前川 隆則 B472＋ 2 〃 ハナ 139．1�
35 キープレイヤー 牝5青鹿55 嶋田 純次下河邉 博氏 手塚 貴久 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 506－ 81：12．3	 7．5�
23 タニセンジャッキー 牡7鹿 57 武士沢友治染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 B490＋ 81：12．4	 40．2�
611 セイユウスマイル 牝6鹿 55 津村 明秀松岡 正二氏 鈴木 伸尋 新ひだか 畠山牧場 502± 01：12．71� 28．0�
510 ノッキングオン 牡6鹿 57 F．ベリー 松尾 正氏 高柳 瑞樹 新ひだか グランド牧場 456＋141：13．02 41．7�

（愛）

48 ヒカルランナー 牡7鹿 57 丸田 恭介安蒜 一修氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 528＋ 21：13．1クビ 56．3�
713 サンクタリリアス 牝4芦 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 田中 清隆 新冠 ラツキー牧場 472± 01：13．31� 175．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，850，000円 複勝： 48，934，100円 枠連： 21，623，800円
馬連： 88，175，200円 馬単： 37，883，700円 ワイド： 43，972，700円
3連複： 104，860，600円 3連単： 125，627，200円 計： 500，927，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 190円 � 550円 枠 連（4－5） 890円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，490円 �� 2，300円

3 連 複 ��� 7，000円 3 連 単 ��� 23，150円

票 数

単勝票数 計 298500 的中 � 79766（1番人気）
複勝票数 計 489341 的中 � 110081（1番人気）� 67605（2番人気）� 16574（9番人気）
枠連票数 計 216238 的中 （4－5） 18624（3番人気）
馬連票数 計 881752 的中 �� 73754（1番人気）
馬単票数 計 378837 的中 �� 19126（1番人気）
ワイド票数 計 439727 的中 �� 31721（1番人気）�� 7200（15番人気）�� 4592（26番人気）
3連複票数 計1048606 的中 ��� 11231（17番人気）
3連単票数 計1256272 的中 ��� 3933（50番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．1―12．2―12．4―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．4―45．6―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスタアレグレ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 Miswaki デビュー 2013．3．16 中山1着

2010．3．18生 牡6栗 母 コーディーライン 母母 Private Encore 17戦4勝 賞金 54，460，000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。



00057 1月16日 晴 良 （28中山1）第5日 第9競走 ��1，600�
な はな

菜 の 花 賞
発走14時25分 （芝・右・外）

牝，3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

46 エクラミレネール 牝3芦 54 内田 博幸岡田 牧雄氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 450＋ 61：34．5 11．8�
611 フロンテアクイーン 牝3鹿 54 蛯名 正義長妻 和男氏 国枝 栄 浦河 林 孝輝 446－ 61：34．6� 16．9�
47 コルコバード 牝3黒鹿54 柴山 雄一 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 432＋101：34．81� 2．7�
35 フ ィ ビ ュ ラ 牝3芦 54 三浦 皇成�G1レーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 510± 0 〃 クビ 6．5�
34 ゴッドカリビアン 牝3鹿 54 津村 明秀中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 436－ 21：35．01� 6．3	
59 � ポートレイト 牝3黒鹿54 大庭 和弥グリーンスウォード高市 圭二 新冠 長浜牧場 418＋ 2 〃 クビ 49．8

713 ジュアンマリエ 牝3栗 54 柴田 善臣 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 436－ 61：35．1クビ 51．5�
814 ス ミ レ 牝3鹿 54 丸田 恭介林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 444＋ 6 〃 クビ 28．5�
58 レッドエトワール 牝3鹿 54 横山 典弘 �東京ホースレーシング 久保田貴士 千歳 社台ファーム 448＋ 21：35．2クビ 5．9
712 カトルラポール 牝3鹿 54 柴田 大知石井 義孝氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 470＋12 〃 クビ 20．4�
22 カフジビーナス 牝3鹿 54 戸崎 圭太加藤 守氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 404－ 61：35．41� 9．4�
23 カジノクイーン 牝3栗 54 松岡 正海内藤 好江氏 中野 栄治 日高 内藤牧場 B442－ 41：35．5クビ 141．7�
11 ペイシャマリヤ 牝3栗 54 西田雄一郎北所 直人氏 松永 康利 新ひだか 友田牧場 442－ 21：35．6� 147．0�
815 シ ト ロ ン 牝3鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 田中 清隆 新ひだか 見上牧場 436＋ 21：35．92 125．8�
610 トウカイフィーバー 牝3黒鹿54 江田 照男内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 432＋ 61：36．85 92．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 39，942，500円 複勝： 60，128，100円 枠連： 28，266，700円
馬連： 109，190，500円 馬単： 48，293，900円 ワイド： 49，576，900円
3連複： 124，986，800円 3連単： 168，649，200円 計： 629，034，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 300円 � 350円 � 160円 枠 連（4－6） 1，470円

馬 連 �� 6，730円 馬 単 �� 14，670円

ワ イ ド �� 1，740円 �� 810円 �� 820円

3 連 複 ��� 6，500円 3 連 単 ��� 67，960円

票 数

単勝票数 計 399425 的中 � 26976（6番人気）
複勝票数 計 601281 的中 � 46332（6番人気）� 37621（7番人気）� 126569（1番人気）
枠連票数 計 282667 的中 （4－6） 14895（7番人気）
馬連票数 計1091905 的中 �� 12561（26番人気）
馬単票数 計 482939 的中 �� 2469（53番人気）
ワイド票数 計 495769 的中 �� 7092（25番人気）�� 16093（7番人気）�� 15731（8番人気）
3連複票数 計1249868 的中 ��� 14410（19番人気）
3連単票数 計1686492 的中 ��� 1799（234番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．5―47．3―59．2―1：10．9―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F35．3

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

勝馬の
紹 介

エクラミレネール �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 プラウドデボネア デビュー 2015．10．17 東京7着

2013．2．11生 牝3芦 母 シャトーサウザンド 母母 シャトールーカン 5戦2勝 賞金 16，657，000円

00058 1月16日 晴 良 （28中山1）第5日 第10競走 ��
��1，200�

はつはる

初春ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，27．1．17以降28．1．11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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：08．7
1：08．7

重
重

23 キタサンミカヅキ 牡6鹿 56 武士沢友治�大野商事 古賀 史生 日高 広中 稔 532± 01：11．1 7．0�
48 ゲマインシャフト 牡6鹿 53 柴田 大知丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 516＋ 6 〃 クビ 35．8�
611 パーティードレス 牝5栗 53 横山 典弘原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 478± 01：11．31� 6．1�
12 	 ホ ス ト 牡5黒鹿55 戸崎 圭太内田 玄祥氏 金成 貴史 新ひだか 藤沢牧場 528＋ 2 〃 アタマ 3．0�
714 モ ン テ ネ オ 牡6黒鹿54 柴田 善臣毛利 喜昭氏 小島 茂之 新ひだか タイヘイ牧場 488＋ 41：11．4クビ 14．5�
510 フクノドリーム 牝5栗 54 松岡 正海福島 祐子氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 500＋12 〃 クビ 31．9	
815 ビ リ オ ネ ア 牝6鹿 54 岡田 祥嗣間野 隆司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 454＋ 2 〃 ハナ 8．6

11 
 アンリヴィールド 牝7栗 53 丸田 恭介�大樹ファーム 牧田 和弥 米

Dr. Jerry Bilinski
DVM & Dr. Anina
LaCour DVM

490－ 81：11．71� 26．8�
816 ブルーストーン 牝5黒鹿54 内田 博幸 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 466－ 2 〃 ハナ 9．1�
59 エンドレスノット 牝7鹿 53 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 500＋ 21：11．8� 10．9�
35 ヨウライフク 牡4栗 53 田中 博康小野 建氏 奥村 豊 浦河 三好牧場 500± 0 〃 ハナ 27．9�
47 ヘアーオブザドッグ 牡7鹿 52 西田雄一郎平賀 久枝氏 竹内 正洋 浦河 鎌田 正嗣 514－ 41：12．11� 252．7�
24 サルバドールハクイ 牡6鹿 54 柴山 雄一則武 輝一氏 相沢 郁 浦河 北俣ファーム B464± 0 〃 クビ 34．0�
36 マ リ カ 牝5栗 52 井上 敏樹�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 476－ 41：12．2クビ 33．7�
612 マルヴァーンヒルズ 牡6鹿 57 F．ベリー H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 540＋ 61：12．3� 31．0�
（愛）

713 レッドキャンティー 牝5栗 51 江田 照男�コオロ 萱野 浩二 浦河 オンワード牧場 444－ 61：12．72� 172．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 47，799，500円 複勝： 79，157，100円 枠連： 40，921，300円
馬連： 161，694，600円 馬単： 65，042，300円 ワイド： 74，862，800円
3連複： 198，207，200円 3連単： 240，336，800円 計： 908，021，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 220円 � 820円 � 260円 枠 連（2－4） 9，390円

馬 連 �� 14，380円 馬 単 �� 25，420円

ワ イ ド �� 3，660円 �� 900円 �� 2，650円

3 連 複 ��� 23，310円 3 連 単 ��� 177，250円

票 数

単勝票数 計 477995 的中 � 54517（3番人気）
複勝票数 計 791571 的中 � 106321（2番人気）� 20800（12番人気）� 84212（3番人気）
枠連票数 計 409213 的中 （2－4） 3376（28番人気）
馬連票数 計1616946 的中 �� 8713（50番人気）
馬単票数 計 650423 的中 �� 1919（87番人気）
ワイド票数 計 748628 的中 �� 5142（42番人気）�� 22172（8番人気）�� 7163（30番人気）
3連複票数 計1982072 的中 ��� 6375（73番人気）
3連単票数 計2403368 的中 ��� 983（595番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．5―12．2―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．8―46．0―58．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F37．3
3 5，6－（2，10）－（8，14）（11，12，16）（9，3）（4，15，13）－（1，7） 4 5，6（2，10）（8，14）（11，16）（9，12，3）（4，15）－（1，7，13）

勝馬の
紹 介

キタサンミカヅキ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．3．2 中山2着

2010．5．10生 牡6鹿 母 キタサンジュエリー 母母 キタサンコール 32戦5勝 賞金 110，976，000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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 キンシザイル号・ジョリーアップ号・フォーエバーモア号
※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。



00059 1月16日 晴 良 （28中山1）第5日 第11競走 ��
��1，200�カーバンクルステークス

発走15時35分 （芝・右・外）
4歳以上，27．1．17以降28．1．11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 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000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
1：06．7
1：06．5

良
良

23 � カハラビスティー 牝7黒鹿52 柴田 大知佐久間拓士氏 伊藤 大士 新冠 松浦牧場 B518－ 21：07．7 19．4�
713 ゴールドペガサス 牡4鹿 53 戸崎 圭太 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 474＋ 81：07．8� 2．8�
36 キングオブロー 牡7鹿 54 柴田 善臣田畑 利彦氏 伊藤 伸一 新ひだか タガミファーム 496± 01：08．01	 5．7�
816 ヤマニンプチガトー 牝7栗 51 村田 一誠土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 490＋ 21：08．1クビ 31．2�
24 アミカブルナンバー 牝7鹿 52 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 470＋14 〃 アタマ 22．7�
611 ゴールデンナンバー 牝7栗 53 内田 博幸池谷 誠一氏 萩原 清 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516－ 8 〃 アタマ 28．0	
35 ナイトフォックス 牡4鹿 51 伊藤 工真石瀬 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 470－ 6 〃 ハナ 8．3

48 スギノエンデバー 牡8鹿 57 柴山 雄一杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 466－ 2 〃 アタマ 18．3�
612 シンボリディスコ 牡6栗 54 丹内 祐次シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 498＋ 6 〃 ハナ 12．5�
510� サトノデプロマット 牡6黒鹿54 三浦 皇成里見 治氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 516＋ 21：08．2クビ 10．9
11 ペイシャオブロー 牡4鹿 52 江田 照男北所 直人氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム 500± 01：08．3
 49．1�
59 ア フ ォ ー ド 牡8鹿 56 蛯名 正義前田 幸治氏 北出 成人 新冠 ノースヒルズマネジメント 460－ 2 〃 クビ 12．3�
12 ニ ザ エ モ ン 牡8黒鹿52 松岡 正海小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 468－ 21：08．4クビ 50．1�
47 � ルチャドルアスール �7黒鹿54 平野 優青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 500－ 4 〃 ハナ 32．5�
714 フレイムヘイロー �8栗 55 西田雄一郎�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 484＋ 6 〃 クビ 62．6�
815 ヤサカオディール 牝7黒鹿51 的場 勇人志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 八木 常郎 454＋ 41：08．93 20．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 63，934，400円 複勝： 97，367，800円 枠連： 79，025，300円
馬連： 277，647，400円 馬単： 111，439，700円 ワイド： 105，675，900円
3連複： 343，584，800円 3連単： 477，306，200円 計： 1，555，981，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，940円 複 勝 � 440円 � 140円 � 180円 枠 連（2－7） 1，840円

馬 連 �� 2，980円 馬 単 �� 6，350円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 1，680円 �� 370円

3 連 複 ��� 5，330円 3 連 単 ��� 36，700円

票 数

単勝票数 計 639344 的中 � 26281（8番人気）
複勝票数 計 973678 的中 � 41290（10番人気）� 228326（1番人気）� 142601（2番人気）
枠連票数 計 790253 的中 （2－7） 33208（8番人気）
馬連票数 計2776474 的中 �� 72127（8番人気）
馬単票数 計1114397 的中 �� 13146（19番人気）
ワイド票数 計1056759 的中 �� 24794（7番人気）�� 15036（16番人気）�� 82451（1番人気）
3連複票数 計3435848 的中 ��� 48311（7番人気）
3連単票数 計4773062 的中 ��� 9428（67番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―10．8―11．2―11．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．2―44．4―55．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�カハラビスティー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Theatrical

2009．2．7生 牝7黒鹿 母 バ ロ ネ ッ セ 母母 Baroness Direct 22戦4勝 賞金 86，066，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 ルチャドルアスール号の騎手平野優は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。

00060 1月16日 晴 良 （28中山1）第5日 第12競走 ��2，000�サラブレッド系4歳以上
発走16時10分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

815� サクラアンプルール 牡5栗 57 戸崎 圭太�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 466＋ 42：01．7 1．9�
12 シングンジョーカー 牡5黒鹿57 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 472－ 62：01．91� 5．2�
35 シャインアロー �4栗 56 津村 明秀岡田 勇氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 452＋ 22：02．21	 10．4�
816 ニシノカブケ 牡4栗 56 柴山 雄一西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 490＋12 〃 クビ 212．4�
510 ニシノカザブエ 牝5黒鹿 55

52 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 川上牧場 410＋ 22：02．3クビ 107．9�
713 ストーミング 牡5栗 57 横山 典弘栗坂 崇氏 新開 幸一 浦河 中神牧場 490＋ 4 〃 クビ 14．4	
611 ギ ン ガ 牡4鹿 56 蛯名 正義石川 達絵氏 小笠 倫弘 日高 日高大洋牧場 448－ 42：02．4クビ 42．1

24 コンチャフラメンカ 牝4黒鹿54 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 新冠 パカパカ
ファーム 446＋ 8 〃 クビ 4．6�

59 ノワールギャルソン 牡4黒鹿56 F．ベリー ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 小島牧場 438± 02：02．5クビ 45．4�
（愛）

47 クラウンジーニアス 牡4栗 56 柴田 大知�クラウン 牧 光二 新冠 松浦牧場 B500＋14 〃 アタマ 24．5
36 ヴィンセンツイヤー �5栗 57 丸田 恭介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 488＋ 22：02．6
 246．0�
714� フィリグラーナ 牡5栗 57 西田雄一郎畑佐 博氏 岩戸 孝樹 新冠 村本牧場 446＋ 22：02．7
 197．8�
23 マンオブグァテマラ 牡5芦 57 村田 一誠吉田 千津氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 490＋162：02．91� 134．7�
612 ビレッジソング 牝5鹿 55

52 ▲井上 敏樹岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 いとう牧場 442＋ 8 〃 アタマ 52．1�
48 シゲルシチフクジン 牝4黒鹿54 江田 照男森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 432＋ 22：03．0
 94．9�
11 ハ ナ イ チ ゲ 牝4芦 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 鹿戸 雄一 新ひだか 沖田 博志 438＋ 22：03．1	 42．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，050，600円 複勝： 55，680，700円 枠連： 33，053，300円
馬連： 129，450，300円 馬単： 62，166，900円 ワイド： 55，290，900円
3連複： 145，901，900円 3連単： 235，790，000円 計： 766，384，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 160円 � 210円 枠 連（1－8） 580円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 290円 �� 430円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 4，200円

票 数

単勝票数 計 490506 的中 � 199710（1番人気）
複勝票数 計 556807 的中 � 179911（1番人気）� 79241（2番人気）� 49142（4番人気）
枠連票数 計 330533 的中 （1－8） 43759（2番人気）
馬連票数 計1294503 的中 �� 166935（2番人気）
馬単票数 計 621669 的中 �� 53323（2番人気）
ワイド票数 計 552909 的中 �� 54048（2番人気）�� 32567（3番人気）�� 21283（6番人気）
3連複票数 計1459019 的中 ��� 80566（2番人気）
3連単票数 計2357900 的中 ��� 40645（3番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―13．4―12．4―12．8―12．3―12．3―11．6―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．6―37．0―49．4―1：02．2―1：14．5―1：26．8―1：38．4―1：50．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F34．9
1
3
1（4，6）（2，15）－14，5（3，11）（10，16，13）12－（7，9）8
1（4，6）（2，15）（5，11，12）（14，16）（3，10，13）9（7，8）

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

勝馬の
紹 介

�サクラアンプルール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス

2011．3．4生 牡5栗 母 サ ク ラ メ ガ 母母 サクラクレアー 9戦1勝 賞金 16，042，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 ニシノカブケ号の騎手柴山雄一は，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：14番）
※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。
（非抽選馬） 1頭 マイネルポルトゥス号
※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。



（28中山1）第5日 1月16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 191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

209，720，000円
8，580，000円
1，480，000円
21，410，000円
76，493，500円
4，966，000円
1，833，600円

勝馬投票券売得金
404，033，700円
718，073，400円
325，839，400円
1，164，082，200円
542，478，000円
550，565，900円
1，420，896，800円
1，927，141，500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 7，053，110，900円

総入場人員 17，209名 （有料入場人員 15，673名）
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