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00073 1月23日 曇 稍重 （28中山1）第7日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時00分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

48 ナックビーナス 牝3青鹿54 横山 典弘小松 欣也氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 510＋ 41：12．2 3．0�
714 リバティークイーン 牝3黒鹿54 蛯名 正義平川 浩之氏 小笠 倫弘 様似 澤井 義一 462＋ 2 〃 ハナ 2．1�
35 シングンガガ 牝3黒鹿54 吉田 豊伊坂 重憲氏 高市 圭二 日高 広富牧場 462± 01：12．41 45．3�
611 タイトルリーフ 牝3鹿 54 三浦 皇成水上ふじ子氏 武市 康男 浦河 笠松牧場 448± 01：13．25 6．6�
11 ルナディミエーレ 牝3栗 54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 500－ 21：13．83� 28．3�
59 ペイシャナイト 牝3青 54 大野 拓弥北所 直人氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム 482＋16 〃 クビ 311．7	
36 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 426＋101：14．12 41．5

713 ジツリキヤシャ 牝3栗 54 内田 博幸河合實貴男氏 古賀 慎明 浦河 上山牧場 430－ 41：14．2� 100．6�
815 キ ン ノ ツ ル 牝3芦 54

51 ▲井上 敏樹榎本 富三氏 石毛 善彦 新ひだか マークリ牧場 442－ 21：14．3クビ 265．8�
510 ピ コ ッ ト 牝3栗 54 武士沢友治ライオンレースホース 石毛 善彦 日高 Shall Farm 434＋181：14．4� 53．7�
612 オーミソナタ 牝3青鹿54 柴田 善臣岩﨑 僖澄氏 松永 康利 様似 山本 和彦 424＋ 21：14．61� 153．3�
24 テンノサクラコ 牝3黒鹿54 津村 明秀天白 泰司氏 小西 一男 新冠 佐藤牧場 458－121：14．7� 59．4�
47 シンソウノマドンナ 牝3青鹿54 江田 照男江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 454－ 4 〃 同着 66．8�
23 フレッシュギャル 牝3鹿 54 田辺 裕信南波 壽氏 伊藤 圭三 新冠 武田 修一 444＋ 21：14．8� 19．2�
12 ウインアイリス 牝3黒鹿54 松岡 正海ウイン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 442－121：14．9クビ 394．1�
816 ラッキーガナドール 牝3青鹿54 戸崎 圭太上羽 浩平氏 栗田 徹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 496＋18 （競走中止） 9．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，521，200円 複勝： 72，427，000円 枠連： 14，380，800円
馬連： 60，780，500円 馬単： 32，854，500円 ワイド： 40，734，800円
3連複： 89，079，800円 3連単： 120，562，500円 計： 456，341，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 110円 � 110円 � 650円 枠 連（4－7） 290円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 160円 �� 1，610円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 4，400円 3 連 単 ��� 15，720円

票 数

単勝票数 計 255212 的中 � 66423（2番人気）
複勝票数 計 724270 的中 � 157252（2番人気）� 367630（1番人気）� 8858（9番人気）
枠連票数 計 143808 的中 （4－7） 37801（1番人気）
馬連票数 計 607805 的中 �� 145073（1番人気）
馬単票数 計 328545 的中 �� 35024（2番人気）
ワイド票数 計 407348 的中 �� 88732（1番人気）�� 5182（17番人気）�� 5286（15番人気）
3連複票数 計 890798 的中 ��� 15160（11番人気）
3連単票数 計1205625 的中 ��� 5557（41番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．5―11．9―12．2―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．4―46．3―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナックビーナス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 More Than Ready デビュー 2015．10．10 東京3着

2013．3．11生 牝3青鹿 母 レディトゥプリーズ 母母 Guilty Pleasure 5戦1勝 賞金 12，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔発走状況〕 ラッキーガナドール号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔競走中止〕 ラッキーガナドール号は，競走中に疾病〔肩跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
〔その他〕 テンノサクラコ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 テンノサクラコ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年2月23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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ビュウイモン号
（非抽選馬） 1頭 ナムラモンロー号

00074 1月23日 曇 稍重 （28中山1）第7日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時30分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

35 コスモヒドラ 牡3鹿 56 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム 462－ 41：57．5 7．5�
47 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 B512－ 4 〃 ハナ 1．8�
23 コパノミリアン 牝3鹿 54 吉田 豊小林 照弘氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 B466＋ 8 〃 アタマ 11．7�
816 イエスアイゲット 牝3黒鹿54 横山 典弘島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 428－ 21：57．6� 15．3�
12 エリモグレイス 牡3鹿 56 黛 弘人山本 慎一氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 496＋ 21：57．7� 7．8	
612 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 476＋ 41：57．9� 9．4

815 ビッグランチ 牡3栗 56

53 ▲井上 敏樹 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 454± 01：58．22 19．1�
24 フ ォ ン セ カ 牡3鹿 56 田辺 裕信吉田 照哉氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 536± 01：58．62� 47．0�
713 アイトラッキング 牡3栗 56 津村 明秀吉田 照哉氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 540＋ 6 〃 ハナ 208．7
36 ノーブルブラック 牝3黒鹿54 蛯名 正義吉木 伸彦氏 水野 貴広 日高 北田 剛 428－ 41：58．91� 46．3�
510 カ ガ カ ジ ノ 牡3栗 56 内田 博幸香川 憲次氏 高市 圭二 厚真 大川牧場 466－181：59．22 272．7�
59 サンカーニー 牝3芦 54 岩部 純二加藤 信之氏 高橋 文雅 新ひだか 米田 和子 B456＋ 81：59．73 558．1�
714 ヒ ト コ エ 牡3栗 56 江田 照男古川 智洋氏 佐藤 吉勝 様似 土井 仁 464＋ 41：59．8クビ 69．4�
48 クラウンノキセキ 牡3鹿 56 嘉藤 貴行�クラウン 田島 俊明 新ひだか 三木田 明仁 496± 01：59．9� 199．4�
11 テ ィ ー ソ ル 牡3鹿 56 三浦 皇成�高橋ファーム 伊藤 伸一 日高 豊洋牧場 490－ 4 〃 ハナ 53．7�
611 サトノスピリット 牡3黒鹿56 F．ベリー 里見 治氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 486＋102：00．53� 20．5�

（愛）

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，931，900円 複勝： 43，047，400円 枠連： 14，060，600円
馬連： 51，845，600円 馬単： 29，162，200円 ワイド： 31，013，000円
3連複： 71，003，100円 3連単： 89，650，100円 計： 353，713，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 160円 � 110円 � 250円 枠 連（3－4） 550円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 240円 �� 800円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 8，400円

票 数

単勝票数 計 239319 的中 � 25467（2番人気）
複勝票数 計 430474 的中 � 56139（2番人気）� 177453（1番人気）� 26275（5番人気）
枠連票数 計 140606 的中 （3－4） 19701（1番人気）
馬連票数 計 518456 的中 �� 64881（1番人気）
馬単票数 計 291622 的中 �� 13347（5番人気）
ワイド票数 計 310130 的中 �� 37136（1番人気）�� 8720（9番人気）�� 18206（4番人気）
3連複票数 計 710031 的中 ��� 37708（1番人気）
3連単票数 計 896501 的中 ��� 7730（14番人気）

ハロンタイム 12．8―12．0―12．9―13．3―13．4―13．7―12．8―13．0―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．8―37．7―51．0―1：04．4―1：18．1―1：30．9―1：43．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．1―3F39．4
1
3
9，12（2，15）（7，16）（6，8）5（4，14）（13，11）3＝10，1・（9，12，15，16，5）（2，7，11）（6，8，13，1）－（4，3）－14，10

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

勝馬の
紹 介

コスモヒドラ �
�
父 コンデュイット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．8．15 新潟8着

2013．4．30生 牡3鹿 母 マンデームスメ 母母 タイムスリップ 8戦1勝 賞金 9，250，000円
〔制裁〕 コウソクライン号の騎手柴田大知は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・11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。
（非抽選馬） 1頭 ブラッドジャーニー号
※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。

第１回 中山競馬 第７日



00075 1月23日 曇 稍重 （28中山1）第7日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

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

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

48 ロージーサンセット 牝3鹿 54 横山 典弘村島 昭男氏 杉浦 宏昭 新冠 カミイスタット 476－ 21：12．8 6．6�
713 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 486－ 21：13．33 6．5�
23 � ブラウンキャビア 牝3鹿 54 田辺 裕信吉田 和子氏 大和田 成 愛 Tally－Ho

Stud 422＋ 4 〃 クビ 4．2�
612 ヴァイスクリガー 牡3芦 56 柴田 善臣鈴木 康弘氏 高橋 文雅 新ひだか 小倉 光博 428＋ 61：13．4� 48．7�
35 � 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 470＋ 21：13．6� 2．5�
815 カシノネイマール 牡3鹿 56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 広富牧場 446± 01：14．55 297．1�
11 セイユウボーイ 牡3栗 56 黛 弘人星 雄一郎氏 佐藤 吉勝 新ひだか ヒサイファーム 472＋ 61：14．81� 110．5	
714 カシノスピーディン 牡3栗 56 村田 一誠柏木 務氏 二本柳俊一 鹿児島 神田 通博 484＋101：15．11� 218．1

12 ベ ル ホ ル ト 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎平本 敏夫氏 小西 一男 日高 庫宝牧場 452＋121：15．2	 244．2�
47 � ラカリフォルニー 牝3鹿 54 柴山 雄一吉田 和美氏 木村 哲也 英 Carmel Stud 482－121：15．51� 4．2�
816 ヤ マ ブ キ 牡3栗 56 的場 勇人中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 476＋ 6 〃 クビ 646．3
36 グラスドルチェ 牝3栗 54 木幡 初広半沢� 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 450＋ 81：15．6� 243．9�
24 メインアクト 牡3鹿 56 内田 博幸�Basic 田島 俊明 新冠 佐藤牧場 496－ 61：15．7クビ 53．9�
611 パーソナルブルー 牡3鹿 56 丸田 恭介 �ブルーマネジメント松山 将樹 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 464－ 41：15．91
 86．3�
510 ラブオールミー 牝3鹿 54 L．コントレラス 栃本 實氏 浅野洋一郎 浦河 細道牧場 444＋ 4 〃 ハナ 318．3�

（加）

59 ア ラ ヒ キ リ 牝3栗 54
51 ▲井上 敏樹�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 496＋101：16．75 178．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，996，600円 複勝： 34，357，200円 枠連： 14，789，400円
馬連： 52，410，300円 馬単： 30，523，000円 ワイド： 28，703，500円
3連複： 71，800，000円 3連単： 108，351，900円 計： 364，931，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 170円 � 160円 � 140円 枠 連（4－7） 820円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 420円 �� 480円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 8，810円

票 数

単勝票数 計 239966 的中 � 28735（5番人気）
複勝票数 計 343572 的中 � 47214（5番人気）� 53502（3番人気）� 70875（2番人気）
枠連票数 計 147894 的中 （4－7） 13947（4番人気）
馬連票数 計 524103 的中 �� 28502（9番人気）
馬単票数 計 305230 的中 �� 8290（17番人気）
ワイド票数 計 287035 的中 �� 17645（6番人気）�� 14968（8番人気）�� 20300（3番人気）
3連複票数 計 718000 的中 ��� 39703（5番人気）
3連単票数 計1083519 的中 ��� 8914（37番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．8―12．2―12．3―13．1

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロージーサンセット �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．12．27 中山7着

2013．3．12生 牝3鹿 母 レッドハイヒール 母母 トロピカルフラワー 2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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 チェダー号
（非抽選馬） 1頭 シェヴェルニー号
※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。

00076 1月23日 曇 稍重 （28中山1）第7日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時30分 （ダート・右）

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
1：48．5
1：47．8

重
重

23 シフォンカール 牝3芦 54 大野 拓弥 �シルクレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 460 ―1：58．4 10．6�
47 エーデルメイシュ 牝3鹿 54 松岡 正海 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 484 ―1：59．14 6．0�
612 ア ウ ア ウ 牝3鹿 54 柴山 雄一金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 日高 日高大洋牧場 496 ― 〃 アタマ 6．4�
714 イダフェイマ 牝3芦 54

51 ▲井上 敏樹張 一達氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 548 ― 〃 クビ 36．3�
713 ボールドアテンプト 牝3黒鹿54 内田 博幸�G1レーシング 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464 ―2：00．37 9．6	
36 アースビーガ 牝3鹿 54 津村 明秀松山 増男氏 宗像 義忠 新ひだか 城地 清満 446 ―2：00．51� 99．5


（アースルチア）

35 ショショット 牝3鹿 54 柴田 大知井上 一郎氏 杉浦 宏昭 新ひだか 乾 皆雄 444 ―2：00．81� 116．3�
611 ナムラリリー 牝3栗 54 L．コントレラス 奈村 睦弘氏 大和田 成 新ひだか 伊藤 和明 474 ―2：01．11� 117．1�

（加）

815 ヴ ェ ニ ッ ト 牝3黒鹿54 蛯名 正義�佐藤牧場 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 502 ―2：01．2クビ 12．5
（法634）

12 ミ サ エ サ ン 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �グッドラック・ファーム 加藤 和宏 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 464 ―2：01．3� 19．6�

24 カミングホーム 牝3青鹿54 田辺 裕信 �シルクレーシング 大和田 成 安平 ノーザンファーム 470 ―2：01．72� 14．1�
59 バリアスカラーズ 牝3青 54 江田 照男一村 哲也氏 高木 登 浦河 ガーベラパー

クスタツド 474 ― 〃 ハナ 14．9�
510 ナバホトウショウ 牝3栗 54

53 ☆石川裕紀人トウショウ産業� 天間 昭一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 536 ―2：01．8� 137．2�
48 デ ル マ ゴ ウ 牝3黒鹿54 西村 太一浅沼 廣幸氏 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム 500 ―2：02．33 154．5�
816 ア ド リ ア 牝3鹿 54 三浦 皇成 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 556 ―2：03．57 2．7�
11 ゴールドミライ 牝3鹿 54 丸田 恭介 �ゴールドレーシング 加藤 和宏 日高 豊郷牧場 462 ―2：04．77 39．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，219，800円 複勝： 33，422，700円 枠連： 15，966，600円
馬連： 46，418，700円 馬単： 24，064，000円 ワイド： 26，904，600円
3連複： 58，391，400円 3連単： 69，806，900円 計： 299，194，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 350円 � 200円 � 220円 枠 連（2－4） 1，570円

馬 連 �� 3，410円 馬 単 �� 8，070円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 1，280円 �� 660円

3 連 複 ��� 6，790円 3 連 単 ��� 53，160円

票 数

単勝票数 計 242198 的中 � 18192（5番人気）
複勝票数 計 334227 的中 � 21687（6番人気）� 49022（2番人気）� 41930（3番人気）
枠連票数 計 159666 的中 （2－4） 7855（6番人気）
馬連票数 計 464187 的中 �� 10529（13番人気）
馬単票数 計 240640 的中 �� 2235（31番人気）
ワイド票数 計 269046 的中 �� 6476（9番人気）�� 5266（15番人気）�� 10827（3番人気）
3連複票数 計 583914 的中 ��� 6449（17番人気）
3連単票数 計 698069 的中 ��� 952（162番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―13．2―13．7―13．2―13．3―13．3―13．8―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―37．7―51．4―1：04．6―1：17．9―1：31．2―1：45．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シフォンカール �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2013．1．24生 牝3芦 母 カールファターレ 母母 エルフィンフェザー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴールドミライ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年2月23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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 クールマジョリック号・シゲルカゴカキダイ号・ジョニーエンジェル号・ファミリーソング号・フジコハルビヨリ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



00077 1月23日 曇 良 （28中山1）第7日 第5競走 ��2，200�サラブレッド系3歳
発走12時20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
2：10．1
2：10．0

良
良

48 ミライヘノツバサ 牡3芦 56 内田 博幸三島 宣彦氏 伊藤 大士 青森 諏訪牧場 482－ 22：14．4 6．0�
59 ユニゾンデライト 牡3鹿 56 田辺 裕信 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム 482＋ 42：14．61� 2．9�
36 マイネルクラフト 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 484＋ 22：14．81� 29．6�
612 メ ゾ ン リ ー 牡3黒鹿56 横山 典弘西野 晴夫氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 4 〃 アタマ 4．3�
12 アルマイオラニ 牡3鹿 56 松岡 正海コウトミックレーシング 高橋 文雅 浦河 大道牧場 428－ 22：15．01� 24．5	
11 コウキチョウサン 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 444－ 42：15．1� 55．6

24 アスコットチャンプ 牡3栗 56 大野 拓弥星野 �男氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 472＋ 2 〃 クビ 86．0�
35 ア メ ン ボ 牡3青鹿56 L．コントレラス 井山 登氏 竹内 正洋 日高 法理牧場 450＋ 42：15．31 159．0

（加）

713 ギンザマトリックス 牡3栗 56 蛯名 正義有馬 博文氏 水野 貴広 浦河 高昭牧場 444－ 22：15．4� 17．3�
714 チーフコンダクター 牡3黒鹿56 柴山 雄一 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 488－ 82：15．61� 25．9�
23 シャドウトルーパー 牡3鹿 56 F．ベリー 飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 496＋ 22：15．91� 3．7�

（愛）

611 シュティルヴァルト 牡3栗 56
55 ☆石川裕紀人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 472＋ 22：16．64 36．9�
510 ブラソンアスール 牡3鹿 56 江田 照男青木 照吉氏 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 480＋ 4 〃 ハナ 302．1�
815 サクセスボーイ 牡3鹿 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新冠 ビッグレッドファーム 458＋ 42：17．13 564．0�
816 マイネルレジストル 牡3栗 56 武士沢友治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム 490＋ 22：18．59 273．2�
47 ナカヤマアーサー 牡3鹿 56 平野 優和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 日高 豊洋牧場 428－102：26．0大差 436．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，381，900円 複勝： 43，406，100円 枠連： 14，305，700円
馬連： 60，426，200円 馬単： 30，716，400円 ワイド： 36，567，100円
3連複： 80，843，600円 3連単： 103，815，500円 計： 395，462，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 170円 � 150円 � 460円 枠 連（4－5） 730円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 310円 �� 1，620円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 4，310円 3 連 単 ��� 19，480円

票 数

単勝票数 計 253819 的中 � 33541（4番人気）
複勝票数 計 434061 的中 � 70292（4番人気）� 87635（1番人気）� 17787（8番人気）
枠連票数 計 143057 的中 （4－5） 15048（3番人気）
馬連票数 計 604262 的中 �� 62380（3番人気）
馬単票数 計 307164 的中 �� 13275（7番人気）
ワイド票数 計 365671 的中 �� 34469（3番人気）�� 5296（20番人気）�� 7862（9番人気）
3連複票数 計 808436 的中 ��� 14049（11番人気）
3連単票数 計1038155 的中 ��� 3863（54番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．8―12．5―12．4―12．5―12．0―11．9―11．9―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．5―37．3―49．8―1：02．2―1：14．7―1：26．7―1：38．6―1：50．5―2：02．3

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ミライヘノツバサ �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 シルバーチャーム デビュー 2015．10．17 東京6着

2013．4．27生 牡3芦 母 タムロブライト 母母 タムロチェリー 4戦1勝 賞金 8，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナカヤマアーサー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年2月23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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アフェクテューズ号・ウインヴォラーレ号
（非抽選馬） 4頭 コスモピクシス号・ニシノリュウセイ号・バトルルージュ号・ラペルトワ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

00078 1月23日 曇 良 （28中山1）第7日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時55分 （芝・右・外）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

815 ミエノドリーマー 牡3栗 56 柴山 雄一里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 452 ―1：37．5 7．3�
47 スウィートカラー 牝3栗 54 横山 典弘原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 450 ―1：37．6� 8．9�
816 リネンリトルキング 牡3鹿 56 村田 一誠戸山 光男氏 和田 雄二 日高 前川 義則 432 ―1：37．81 85．7�
612 ハロックライン 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 428 ― 〃 ハナ 5．4�
36 	 ジーブレイズ 牡3芦 56 二本柳 壮ライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Castleton Lyons

& Kilboy Estate 478 ―1：37．9� 6．3	
714 コスモバード 牡3鹿 56 嘉藤 貴行岡田 繁幸氏 池上 昌和 日高 中前牧場 492 ―1：38．11
 41．8

611 アップアストーム 牡3栗 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 452 ―1：38．2� 75．6�
23 トーホウエース 牡3栗 56 内田 博幸東豊物産� 牧 光二 日高 竹島 幸治 488 ―1：38．41� 2．9�
713 アラマサスピード 牡3鹿 56 的場 勇人�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 432 ― 〃 ハナ 104．2
48 レーヴドブラン 牝3鹿 54 吉田 豊ライオンレースホース� 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 428 ―1：38．5クビ 22．1�
11 マルターズフェスタ 牡3鹿 56 菅原 隆一藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 476 ― 〃 ハナ 56．5�
35 フォーシーム 牝3栗 54 嶋田 純次吉井 理人氏 勢司 和浩 浦河 林 孝輝 474 ―1：38．71
 24．7�
24 サツキグレース 牝3黒鹿54 木幡 初広小野 博郷氏 土田 稔 日高 浜本牧場 422 ―1：38．91
 279．3�
12 ロクハラタンダイ 牡3栗 56 江田 照男内田 玄祥氏 星野 忍 新ひだか 田中 裕之 502 ― 〃 クビ 60．9�
59 ラストブライトネス 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 454 ―1：39．53� 7．2�
510 レオソフィア 牝3芦 54 岩部 純二�レオ 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 436 ―1：41．3大差 229．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，364，200円 複勝： 34，534，500円 枠連： 16，555，900円
馬連： 56，668，400円 馬単： 29，589，100円 ワイド： 29，684，500円
3連複： 65，999，400円 3連単： 83，907，100円 計： 343，303，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 260円 � 290円 � 1，530円 枠 連（4－8） 1，670円

馬 連 �� 2，810円 馬 単 �� 5，490円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 4，470円 �� 5，640円

3 連 複 ��� 39，530円 3 連 単 ��� 124，400円

票 数

単勝票数 計 263642 的中 � 28509（5番人気）
複勝票数 計 345345 的中 � 38594（4番人気）� 32979（6番人気）� 4912（13番人気）
枠連票数 計 165559 的中 （4－8） 7664（10番人気）
馬連票数 計 566684 的中 �� 15598（14番人気）
馬単票数 計 295891 的中 �� 4040（24番人気）
ワイド票数 計 296845 的中 �� 7446（14番人気）�� 1682（39番人気）�� 1330（51番人気）
3連複票数 計 659994 的中 ��� 1252（108番人気）
3連単票数 計 839071 的中 ��� 489（359番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．6―12．7―12．8―12．2―11．6―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．0―36．6―49．3―1：02．1―1：14．3―1：25．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．2―3F35．4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミエノドリーマー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 メジロライアン 初出走

2013．3．31生 牡3栗 母 ドリームカムカム 母母 ドリーミングガール 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 マルターズフェスタ号の騎手菅原隆一は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：9番・8番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の18頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）18頭 イルミナーレ号・ウインスパークル号・オアーゾ号・オールドクラシック号・カスミポップコーン号・

ケイツールナ号・コンパクトモデル号・ジュビレーション号・シルバーパゴダ号・セイザン号・
ナイトオブスターズ号・ナガラスマイル号・バルトルディ号・ハーモニーウェイブ号・マイハーベスト号・
ヨシノザクラ号・ラフォンテロッソ号・レッドアルカナ号



00079 1月23日 曇 稍重 （28中山1）第7日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時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

44 ピアシングステア 牡4栗 56 戸崎 圭太水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 494＋ 21：54．6 7．8�
57 コ マ ク サ 牡4黒鹿 56

53 ▲井上 敏樹江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 森田 芳男 474＋ 41：54．7� 46．2�
68 モンドクラフト 牡4鹿 56 三浦 皇成�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 528－ 2 〃 ハナ 1．2�
812 ガ ヤ ル ド 牡5鹿 57 内田 博幸佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 460＋101：54．91� 10．4�
56 マイネルライヒ 牡4鹿 56

55 ☆石川裕紀人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 井高牧場 538－ 2 〃 アタマ 154．0	

22 ジュガンティーヤ 牡5青 57 L．コントレラス�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 B530＋ 81：55．0クビ 179．5

（加）

711 マイネルヴォーダン 牡4栗 56 松岡 正海 �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 B518＋ 21：55．42� 59．1�

813 コスモラヴモア 牡5鹿 57 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 浦河 村下牧場 506－ 21：55．6� 196．1�
11 コスモカンプ 牡4鹿 56 柴田 大知岡田 繁幸氏 奥平 雅士 新ひだか 鹿嶋牧場 518＋321：56．34 23．2
45 シーサイドジャズ 牡4芦 56 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 500± 01：56．51� 8．9�
710 デュアルフレイム 牡4栗 56 F．ベリー �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 456＋ 21：56．71� 24．7�

（愛）

33 グラスティファニー 牝5栗 55
52 ▲野中悠太郎半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 482－ 41：56．91� 310．6�

（12頭）
69 	 タイセイエナジー 牡4栗 56 柴田 善臣田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 40，658，500円 複勝： 145，351，300円 枠連： 21，142，100円
馬連： 70，931，600円 馬単： 53，483，900円 ワイド： 41，635，700円
3連複： 84，737，000円 3連単： 199，200，100円 計： 657，140，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 150円 � 330円 � 100円 枠 連（4－5） 5，100円

馬 連 �� 11，990円 馬 単 �� 18，740円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 190円 �� 580円

3 連 複 ��� 2，160円 3 連 単 ��� 47，520円

票 数

単勝票数 差引計 406585（返還計 382） 的中 � 41428（2番人気）
複勝票数 差引計1453513（返還計 587） 的中 � 68381（2番人気）� 19716（7番人気）� 1177115（1番人気）
枠連票数 差引計 211421（返還計 377） 的中 （4－5） 3209（11番人気）
馬連票数 差引計 709316（返還計 2811） 的中 �� 4582（21番人気）
馬単票数 差引計 534839（返還計 1356） 的中 �� 2140（30番人気）
ワイド票数 差引計 416357（返還計 1554） 的中 �� 6009（16番人気）�� 69193（1番人気）�� 16561（8番人気）
3連複票数 差引計 847370（返還計 6622） 的中 ��� 29416（7番人気）
3連単票数 差引計1992001（返還計 9800） 的中 ��� 3039（104番人気）

ハロンタイム 13．2―11．5―12．4―12．7―12．4―13．0―12．9―12．9―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．7―37．1―49．8―1：02．2―1：15．2―1：28．1―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ピアシングステア �
�
父 バトルプラン �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2015．3．22 中山1着

2012．3．14生 牡4栗 母 プレシャスエルフ 母母 プレシャスフラワー 8戦2勝 賞金 20，600，000円
〔出走取消〕 タイセイエナジー号は，疾病〔右寛跛行〕のため出走取消。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

00080 1月23日 曇 稍重 （28中山1）第7日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時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

35 ブラウンカイ 牡5鹿 57 戸崎 圭太キャピタルクラブ 武藤 善則 新ひだか 沖田 博志 474－ 21：11．8 6．5�
612 ス ズ ダ リ ア 牝4鹿 54 内田 博幸小紫惠美子氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 462± 0 〃 クビ 1．9�
713 セイウンオセアン 牡4鹿 56

55 ☆石川裕紀人西山 茂行氏 水野 貴広 新冠 川上牧場 456＋ 21：12．01 25．3�
611 ハイレベルバイオ 牝4黒鹿54 三浦 皇成バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム 504± 01：12．21 22．4�
11 コパノハリスン 牡4栗 56 蛯名 正義小林 祥晃氏 奥平 雅士 新ひだか 西村 和夫 488＋ 41：12．3� 29．5�
815 スループオブウォー 牡4栗 56 F．ベリー �G1レーシング 伊藤 大士 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 21：12．4� 11．2	
（愛）

48 デルマオソマツ 牡5黒鹿57 武士沢友治浅沼 廣幸氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム 470－ 41：12．5� 7．9

12 � ワイエムテイラー 牝5鹿 55 津村 明秀�サンライズ 鈴木 伸尋 新ひだか 川端 英幸 504＋ 21：12．6� 32．6�
816 ウインネオルーラー 牡5黒鹿57 柴田 大知�ウイン 高橋 祥泰 浦河 日の出牧場 492＋241：12．7� 12．7
510 パッシオーネラヴィ 牝5鹿 55 嶋田 純次藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 490＋101：12．9� 21．7�
59 � ゴーアップファイト 牡5栗 57

54 ▲井上 敏樹後上 文雄氏 小笠 倫弘 浦河 福岡 光夫 502－ 41：13．0� 252．4�
24 ツクバインパクト 牡4黒鹿56 柴田 善臣荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 片山牧場 440＋ 61：13．31� 32．6�
23 � オーミアリエル 牝5青鹿55 L．コントレラス 岩﨑 僖澄氏 松永 康利 新冠 松木 加代 B436－ 21：13．61� 214．8�

（加）

36 グラスソニック 牡6栗 57
54 ▲野中悠太郎半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 474－ 81：13．92 306．4�

47 ミラクルアイドル 牝5黒鹿55 江田 照男玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 466－ 4 〃 クビ 31．7�
714 マルターズシャトル 牡4栗 56 吉田 豊藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 B504－ 61：16．0大差 44．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，708，500円 複勝： 45，669，100円 枠連： 22，619，300円
馬連： 83，645，700円 馬単： 38，024，500円 ワイド： 46，216，500円
3連複： 105，861，700円 3連単： 135，015，100円 計： 510，760，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 170円 � 110円 � 460円 枠 連（3－6） 720円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，890円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，820円 �� 850円

3 連 複 ��� 4，710円 3 連 単 ��� 27，990円

票 数

単勝票数 計 337085 的中 � 41166（2番人気）
複勝票数 計 456691 的中 � 60964（2番人気）� 156343（1番人気）� 15468（9番人気）
枠連票数 計 226193 的中 （3－6） 24083（2番人気）
馬連票数 計 836457 的中 �� 91248（1番人気）
馬単票数 計 380245 的中 �� 15050（3番人気）
ワイド票数 計 462165 的中 �� 45842（1番人気）�� 5886（21番人気）�� 13268（6番人気）
3連複票数 計1058617 的中 ��� 16852（9番人気）
3連単票数 計1350151 的中 ��� 3496（65番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―10．9―12．1―12．8―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．5―45．6―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラウンカイ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2014．1．19 中山12着

2011．6．1生 牡5鹿 母 フェアーシャトル 母母 フジノヤマザクラ 14戦2勝 賞金 23，980，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マルターズシャトル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年2月23日まで平

地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



00081 1月23日 曇 良 （28中山1）第7日 第9競走 ��
��1，800�

わ か た け

若 竹 賞
発走14時25分 （芝・右）
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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

11 ジークカイザー 牡3鹿 56 F．ベリー �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 474－ 21：49．5 5．3�
（愛）

57 クィーンズベスト 牝3鹿 54 三浦 皇成林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 490－ 41：49．6� 5．0�
711 ゲ ッ カ コ ウ 牝3黒鹿54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新ひだか 斉藤スタッド 450＋ 21：49．7クビ 32．6�
45 サーブルオール 牡3鹿 56 柴山 雄一 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 484± 0 〃 クビ 6．2�
68 キャニオンロード 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 470± 01：49．8クビ 5．0	
813 マイネルハニー 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 浦河 高昭牧場 468＋ 4 〃 クビ 4．3

710 ダンディーアロー 牡3栗 56 大野 拓弥 �高木競走馬育成牧場 小笠 倫弘 新冠 村上牧場 456＋101：50．01� 90．7�
56 フィンガーポスト 牡3鹿 56 吉田 豊伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 千代田牧場 480＋10 〃 ハナ 40．4�
812 エ ン ジ ニ ア 牡3鹿 56 内田 博幸髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 478＋ 61：50．21� 37．7
69 エ デ ィ ク ト 牡3鹿 56 田辺 裕信窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 504＋ 81：50．41� 15．4�
33 ロードスター 牡3栗 56 石川裕紀人 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476－ 21：50．93 12．7�
44 モリトタイキ 牡3黒鹿56 蛯名 正義石橋 忠之氏 堀井 雅広 日高 木村牧場 500＋141：51．32� 29．6�
22 ガーネットバローズ 牝3鹿 54 L．コントレラス 猪熊 広次氏 奥村 武 新冠 村本牧場 452－ 41：53．8大差 131．1�

（加）

（13頭）

売 得 金
単勝： 49，847，200円 複勝： 82，278，400円 枠連： 26，534，700円
馬連： 137，348，600円 馬単： 61，857，400円 ワイド： 63，371，100円
3連複： 164，308，500円 3連単： 226，804，200円 計： 812，350，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 220円 � 180円 � 570円 枠 連（1－5） 1，430円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 2，770円

ワ イ ド �� 610円 �� 2，270円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 14，870円 3 連 単 ��� 57，070円

票 数

単勝票数 計 498472 的中 � 74920（4番人気）
複勝票数 計 822784 的中 � 99176（4番人気）� 138390（2番人気）� 30038（8番人気）
枠連票数 計 265347 的中 （1－5） 14312（8番人気）
馬連票数 計1373486 的中 �� 71987（5番人気）
馬単票数 計 618574 的中 �� 16728（7番人気）
ワイド票数 計 633711 的中 �� 28576（4番人気）�� 6930（25番人気）�� 8904（22番人気）
3連複票数 計1643085 的中 ��� 8286（50番人気）
3連単票数 計2268042 的中 ��� 2881（208番人気）

ハロンタイム 12．2―12．8―12．1―13．0―12．7―12．1―11．3―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―25．0―37．1―50．1―1：02．8―1：14．9―1：26．2―1：37．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジークカイザー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Canadian Frontier デビュー 2015．12．27 阪神1着

2013．1．26生 牡3鹿 母 ヒルダズパッション 母母 Executricker 2戦2勝 賞金 17，294，000円
〔発走状況〕 ジークカイザー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ガーネットバローズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年2月23日まで平

地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

00082 1月23日 曇 稍重 （28中山1）第7日 第10競走 ��
��1，200�

はつがすみ

初 霞 賞
発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

714 スペルオンミー 牝5黒鹿55 柴山 雄一吉田 勝己氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 554± 01：11．3 68．3�
59 タッチシタイ 牡6栗 57 戸崎 圭太小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 500± 0 〃 クビ 12．2�
23 ファンデルワールス �7鹿 57 L．コントレラス �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 500－ 21：11．4クビ 33．5�

（加）

11 トウケイタイガー 牡5黒鹿57 松岡 正海木村 信彦氏 松下 武士 新ひだか 下村 繁正 490＋ 2 〃 クビ 8．1�
35 ヒカリブランデー 牡5鹿 57 内田 博幸�ヒカリクラブ 池上 昌弘 浦河 笠松牧場 482± 01：11．5クビ 6．6	
612	 エイシンバランサー 牡4芦 56 F．ベリー �栄進堂 西園 正都 加 Adena

Springs 476± 01：11．6
 3．3

（愛）

48 	 シ ャ ラ ク 牡5鹿 57 丸田 恭介林 正道氏 二ノ宮敬宇 米 Mike
Abraham 520＋ 61：11．7
 13．3�

12 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 478＋ 21：11．8クビ 15．5�
815	 ウォリアーズソウル �4鹿 56 蛯名 正義 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 米 Dixiana
Farms, LLC 516± 0 〃 クビ 4．9

816 タンブルブルータス 牡7鹿 57 三浦 皇成ポリッシュホースメイト和田 正道 新冠 樋渡 信義 504＋ 61：11．9クビ 65．0�
510 トウショウデュエル 牡4栗 56 柴田 大知トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 522＋141：12．0� 109．9�
611� ルージュロワイヤル 牝4鹿 54 江田 照男 �ユートピア牧場 清水 英克 登別 ユートピア牧場 488－ 81：12．1
 45．2�
713 ハワイアンシュガー 牡8黒鹿57 岩部 純二四方堂第五郎氏 萱野 浩二 新ひだか 高橋 誠次 454－ 4 〃 アタマ 332．8�
47 シゲルオオスミ 牝5鹿 55 武士沢友治森中 蕃氏 松永 康利 日高 若林 武雄 456－ 2 〃 ハナ 170．3�
36 	 ワンダフルラスター 牡4鹿 56 石川裕紀人 �シルクレーシング 音無 秀孝 米 Spendthrift

Farm LLC 532＋221：12．52
 23．7�
24 ワインシャワー 牡4黒鹿56 吉田 豊 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 岡田スタツド 498＋181：12．7� 9．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，266，400円 複勝： 70，135，300円 枠連： 33，654，400円
馬連： 149，930，700円 馬単： 61，021，100円 ワイド： 69，001，600円
3連複： 174，220，800円 3連単： 238，432，500円 計： 840，662，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，830円 複 勝 � 2，000円 � 440円 � 920円 枠 連（5－7） 11，710円

馬 連 �� 27，750円 馬 単 �� 65，470円

ワ イ ド �� 8，670円 �� 16，520円 �� 4，980円

3 連 複 ��� 262，900円 3 連 単 ��� 1，557，320円

票 数

単勝票数 計 442664 的中 � 5180（13番人気）
複勝票数 計 701353 的中 � 8672（14番人気）� 46169（7番人気）� 19694（10番人気）
枠連票数 計 336544 的中 （5－7） 2227（29番人気）
馬連票数 計1499307 的中 �� 4186（58番人気）
馬単票数 計 610211 的中 �� 699（129番人気）
ワイド票数 計 690016 的中 �� 2053（65番人気）�� 1073（84番人気）�� 3596（49番人気）
3連複票数 計1742208 的中 ��� 497（312番人気）
3連単票数 計2384325 的中 ��� 111（1843番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．3―12．0―12．2―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．8―45．8―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スペルオンミー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Storm Cat デビュー 2013．11．24 東京8着

2011．2．17生 牝5黒鹿 母 ウィッチズハット 母母 Mrs. Hat 13戦2勝 賞金 26，357，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔発走状況〕 ハワイアンシュガー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ハワイアンシュガー号は，平成28年1月24日から平成28年2月14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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 シークレットアーム号・セクシーボーイ号・チェリーサマー号・トーセンミッション号
※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。



00083 1月23日 小雨 稍重 （28中山1）第7日 第11競走 ��
��1，800�アレキサンドライトステークス

発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

57 バスタータイプ 牡4鹿 56 内田 博幸村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 藤原牧場 528＋ 81：52．7 5．3�
610 クライスマイル 牡5黒鹿57 田辺 裕信小村アセットM� 大和田 成 千歳 社台ファーム 466＋ 81：52．8� 4．7�
34 リ ッ カ ル ド 	5芦 57 蛯名 正義岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 504＋ 41：53．11� 2．3�
813 エ キ マ エ 牡5鹿 57 江田 照男古川 智洋氏 中川 公成 新冠 アラキフアーム B528＋321：53．41� 22．0�
69 センチュリオン 牡4黒鹿56 大野 拓弥窪田 康志氏 田村 康仁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510＋ 41：53．5クビ 57．9�
712 マウントハレアカラ 牡4鹿 56 L．コントレラス 金子真人ホールディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 464－ 41：53．6� 11．9	

（加）

33 セイカフォルテ 牡8鹿 57 柴田 大知久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 458＋ 21：53．7� 39．7

711 キネオイーグル 牡5鹿 57 戸崎 圭太吉田 千津氏 高柳 瑞樹 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 524＋ 41：53．8クビ 11．5�
46 メイショウスミトモ 牡5鹿 57 津村 明秀松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 474＋ 41：53．9� 29．4
45 トウショウギフト 牡7鹿 57 岩部 純二トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B546＋ 21：54．11
 130．8�
814 ドラゴンピース 牡7鹿 57 柴山 雄一窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 B504± 01：54．41� 46．8�
11 メイプルレインボー 牡4栗 56 三浦 皇成節 英司氏 高市 圭二 新ひだか 酒井 秀紀 502＋ 41：54．71� 77．8�
22 タマモネイヴィー 牡5鹿 57 吉田 豊タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 B498－ 61：55．87 14．3�
58 サトノネプチューン 牡6鹿 57 F．ベリー 里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 512＋161：56．11� 47．2�

（愛）

（14頭）

売 得 金
単勝： 80，478，800円 複勝： 121，137，300円 枠連： 69，712，000円
馬連： 316，045，400円 馬単： 139，690，100円 ワイド： 124，150，500円
3連複： 420，018，500円 3連単： 666，118，500円 計： 1，937，351，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 160円 � 140円 � 110円 枠 連（5－6） 1，310円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 2，620円

ワ イ ド �� 530円 �� 240円 �� 250円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 7，310円

票 数

単勝票数 計 804788 的中 � 121233（3番人気）
複勝票数 計1211373 的中 � 143964（3番人気）� 179561（2番人気）� 428443（1番人気）
枠連票数 計 697120 的中 （5－6） 41155（5番人気）
馬連票数 計3160454 的中 �� 181106（4番人気）
馬単票数 計1396901 的中 �� 39844（9番人気）
ワイド票数 計1241505 的中 �� 51743（5番人気）�� 140211（1番人気）�� 135529（2番人気）
3連複票数 計4200185 的中 ��� 323215（1番人気）
3連単票数 計6661185 的中 ��� 65992（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―37．0―49．8―1：02．1―1：14．6―1：27．0―1：39．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バスタータイプ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．12．13 阪神2着

2012．4．29生 牡4鹿 母 グローバルソング 母母 グロリアスバラッド 11戦4勝 賞金 62，958，000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。

00084 1月23日 小雨 良 （28中山1）第7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

711 オウケンブラック 牡5鹿 57 蛯名 正義福井 明氏 田中 剛 洞�湖 レイクヴィラファーム 478－ 42：01．5 6．1�
22 アドマイヤピンク 牝4栗 54 柴山 雄一近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 472± 02：01．92	 6．4�
710 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 488＋ 22：02．0	 7．0�
33 ナスノアオバ 牡5鹿 57 L．コントレラス�須野牧場 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 530－ 22：02．21
 18．5�
（加）

44 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 466－ 2 〃 クビ 2．7	
56 エヴァンジル 牝4黒鹿54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 奥山 博 462－ 8 〃 ハナ 38．9

812 チ ャ リ シ ー 牝4鹿 54

53 ☆石川裕紀人吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 510＋142：02．41
 19．0�
69 シンキングロージス 牡4黒鹿56 三浦 皇成野谷 美千氏 武市 康男 新冠 浜口牧場 476＋ 42：02．5� 21．4�
813 フロレットアレー 牝4鹿 54 田辺 裕信 社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム 430＋102：02．6	 5．6�
45 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± 02：02．92 89．5�
11 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 486＋ 42：03．0	 29．6�
57  スティールブルグ 牡4鹿 56 武士沢友治栃本 實氏 浅野洋一郎 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 504＋ 6 〃 アタマ 92．7�
68  キ ナ ウ 牝5黒鹿55 内田 博幸荒牧 政美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム B486－ 22：05．9大差 52．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 43，422，600円 複勝： 57，038，200円 枠連： 33，058，600円
馬連： 126，377，400円 馬単： 55，039，300円 ワイド： 54，483，700円
3連複： 150，513，600円 3連単： 232，530，300円 計： 752，463，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 210円 � 190円 � 210円 枠 連（2－7） 1，120円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 3，470円

ワ イ ド �� 570円 �� 560円 �� 720円

3 連 複 ��� 3，200円 3 連 単 ��� 18，130円

票 数

単勝票数 計 434226 的中 � 56524（3番人気）
複勝票数 計 570382 的中 � 71374（3番人気）� 78970（2番人気）� 68465（5番人気）
枠連票数 計 330586 的中 （2－7） 22768（5番人気）
馬連票数 計1263774 的中 �� 53503（6番人気）
馬単票数 計 550393 的中 �� 11884（11番人気）
ワイド票数 計 544837 的中 �� 24559（6番人気）�� 25099（5番人気）�� 18978（10番人気）
3連複票数 計1505136 的中 ��� 35192（7番人気）
3連単票数 計2325303 的中 ��� 9297（43番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―13．3―12．0―12．5―12．1―12．2―11．7―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―37．2―49．2―1：01．7―1：13．8―1：26．0―1：37．7―1：49．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オウケンブラック �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2013．12．21 中山1着

2011．4．6生 牡5鹿 母 メジロバーミューズ 母母 メジロエバート 17戦3勝 賞金 37，856，000円
〔その他〕 キナウ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 キナウ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年2月23日まで出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（28中山1）第7日 1月23日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 180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

185，970，000円
9，800，000円
1，350，000円
18，910，000円
71，397，500円
4，680，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
441，797，600円
782，804，500円
296，780，100円
1，212，829，100円
586，025，500円
592，466，600円
1，536，777，400円
2，274，194，700円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，723，675，500円

総入場人員 14，846名 （有料入場人員 13，415名）
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