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00085 1月24日 晴 稍重 （28中山1）第8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）

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

713 ヴ ァ ル ー ル 牝3黒鹿54 蛯名 正義 �荻伏服部牧場 武井 亮 浦河 荻伏服部牧場 444＋ 41：13．8 3．2�
612 サトノアイリ 牝3黒鹿54 丸田 恭介里見 治氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 422＋ 41：14．01� 28．4�
714 サンライフル 牡3鹿 56 岩部 純二加藤 信之氏 的場 均 新冠 樋渡 志尚 480＋ 21：14．21� 46．9�
510 ストロングハピネス 牡3鹿 56

55 ☆石川裕紀人金山 克己氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 434± 0 〃 ハナ 11．7�
24 アルマラナキラ 牡3栗 56 吉田 豊コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 浦新 徳司 480＋121：14．52 9．0�
23 コントロールタワー 牡3鹿 56 L．コントレラス 平本 敏夫氏 加藤 和宏 新ひだか 白井 吉美 B436－ 61：14．6クビ 15．7	

（加）

47 オレノカッチー 牡3鹿 56 F．ベリー 長谷川清英氏 鹿戸 雄一 浦河 高昭牧場 514－ 21：15．02� 4．2

（愛）

36 ミヤギデュランダル �3栗 56 江田 照男菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 田上 稔 488＋141：15．21� 120．3�
611 キョウビジン 牝3青鹿 54

51 ▲井上 敏樹岡田 牧雄氏 本間 忍 宮城 早坂牧場 456－101：15．51� 35．2�
12 オーディンローズ 牡3栗 56 柴田 大知古賀 和夫氏 牧 光二 新冠 対馬 正 474＋ 21：16．13� 6．8
48 エブリーナイト 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 新ひだか 静内フアーム 438＋ 81：16．2� 159．8�
815 フジエンジェル 牝3栗 54 小島 太一藤田 達男氏 小島 太 千歳 社台ファーム 434＋101：16．3� 191．7�
59 フクサンレイズ 牝3鹿 54 宮崎 北斗小沼 博氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 458－12 〃 クビ 209．6�
35 ロゼスマイル 牝3黒鹿54 木幡 初広髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 448＋ 41：16．4クビ 244．9�
11 コパノチャンス 牡3栗 56 戸崎 圭太小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 谷岡牧場 488＋161：16．5� 5．4�
816 ループドライブ 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎 IHR 根本 康広 浦河 カナイシスタッド 386＋ 21：16．71� 334．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，306，600円 複勝： 37，557，600円 枠連： 16，595，200円
馬連： 61，861，300円 馬単： 32，103，100円 ワイド： 32，063，900円
3連複： 81，990，200円 3連単： 105，786，000円 計： 389，263，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 750円 � 1，340円 枠 連（6－7） 1，940円

馬 連 �� 3，820円 馬 単 �� 5，750円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 2，490円 �� 10，030円

3 連 複 ��� 32，390円 3 連 単 ��� 145，250円

票 数

単勝票数 計 213066 的中 � 52886（1番人気）
複勝票数 計 375576 的中 � 100761（1番人気）� 10292（8番人気）� 5481（10番人気）
枠連票数 計 165952 的中 （6－7） 6613（8番人気）
馬連票数 計 618613 的中 �� 12522（18番人気）
馬単票数 計 321031 的中 �� 4187（27番人気）
ワイド票数 計 320639 的中 �� 6733（17番人気）�� 3305（27番人気）�� 804（53番人気）
3連複票数 計 819902 的中 ��� 1898（75番人気）
3連単票数 計1057860 的中 ��� 528（378番人気）

ハロンタイム 12．0―11．4―12．1―12．8―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．4―35．5―48．3―1：00．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴ ァ ル ー ル �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 オ ー ス デビュー 2015．12．5 中山11着

2013．5．5生 牝3黒鹿 母 ヴィヴァーチェ 母母 デピュティアディラ 3戦1勝 賞金 7，000，000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。

00086 1月24日 晴 稍重 （28中山1）第8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

612 グレンツェント 牡3鹿 56 C．ルメール �シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 470＋ 81：57．4 4．3�
510 ナポレオンズワード 牡3黒鹿56 柴山 雄一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 上原 博之 新冠 岩見牧場 496＋ 21：58．14 4．0�
713 セイカエドミザカ 牡3栗 56

55 ☆石川裕紀人久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 472＋ 61：58．52� 18．0�
11 タンサンドール 牡3栗 56 F．ベリー Viridian Keiba Club 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 484＋ 21：58．6� 5．0�

（愛）

12 コアコンピタンス 牡3鹿 56 蛯名 正義 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 514＋ 61：59．34 4．1	
59 ウインドオブホープ 牡3栗 56 武 豊�木村牧場 鹿戸 雄一 日高 木村牧場 544± 01：59．4クビ 5．3

23 ウインバーニング 牡3鹿 56 嘉藤 貴行�ウイン 武市 康男 新冠 中本牧場 B464＋ 21：59．5� 55．5�
24 シゲルサメイワシ 牡3鹿 56 大野 拓弥森中 蕃氏 小野 次郎 浦河 大道牧場 428－ 42：00．24 111．2�
611 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± 02：00．3� 432．8
816 ミヤコノアバランチ 牡3芦 56 三浦 皇成吉田都枝江氏 堀井 雅広 新ひだか 千代田牧場 B476＋ 4 〃 アタマ 70．8�
815 ボッチボール 牝3鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 谷原 義明 新ひだか 山際牧場 426± 02：00．62 416．5�
47 	 ワールドフォース 牝3鹿 54 横山 典弘島川 �哉氏 成島 英春 愛 Glenvale

Stud 454＋ 82：00．7� 48．7�
714 ジョージフォンテン 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹吉橋 計氏 高橋 裕 登別 登別上水牧場 462＋ 62：02．5大差 214．9�
36 ツインフルムーン 牝3黒鹿54 松岡 正海小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 川越ファーム 446－ 42：02．6� 72．2�
48 シーダーバード 牝3栗 54 江田 照男渡邉 啓髙氏 星野 忍 新ひだか 増本牧場 476＋ 22：03．02� 247．0�
35 フェアリーバズ 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎深見 富朗氏 的場 均 日高 鹿戸 武光 432－ 22：03．95 328．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，376，200円 複勝： 36，494，800円 枠連： 18，320，900円
馬連： 58，915，300円 馬単： 30，982，900円 ワイド： 29，758，700円
3連複： 74，738，700円 3連単： 103，954，900円 計： 376，542，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 190円 � 160円 � 450円 枠 連（5－6） 610円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，420円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 6，020円 3 連 単 ��� 19，350円

票 数

単勝票数 計 233762 的中 � 43469（3番人気）
複勝票数 計 364948 的中 � 50962（4番人気）� 72223（2番人気）� 16121（6番人気）
枠連票数 計 183209 的中 （5－6） 23122（3番人気）
馬連票数 計 589153 的中 �� 46397（5番人気）
馬単票数 計 309829 的中 �� 14897（4番人気）
ワイド票数 計 297587 的中 �� 17318（6番人気）�� 5147（13番人気）�� 5834（11番人気）
3連複票数 計 747387 的中 ��� 9309（15番人気）
3連単票数 計1039549 的中 ��� 3894（63番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―37．5―51．1―1：04．4―1：17．9―1：31．8―1：44．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．0―3F39．5
1
3
・（9，10，16）（6，3）5（2，1）（7，12）4－（11，14）15－13＝8
9（10，16）（6，3，1）（2，12）（7，13）（11，4）（5，14）15＝8

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

勝馬の
紹 介

グレンツェント �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Kingmambo デビュー 2015．8．9 新潟5着

2013．4．8生 牡3鹿 母 ボ シ ン シ ェ 母母 Hatoof 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔発走状況〕 グレンツェント号は，枠入り不良。
〔その他〕 グレンツェント号は，4コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジョージフォンテン号・ツインフルムーン号・シーダーバード号・フェアリーバズ号は，

「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年2月24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 リネンジェット号
※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。

第１回 中山競馬 第８日



00087 1月24日 晴 稍重 （28中山1）第8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）
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

510 ガイアトウショウ 牝3栗 54 柴山 雄一トウショウ産業� 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 456 ―1：14．4 22．3�
12 シアーライン 牡3鹿 56 C．ルメール 吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 512 ―1：14．5� 2．1�
11 デルマブンザエモン 牡3栗 56 吉田 豊浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 476 ―1：14．71� 20．5�
714 ハヤブサレディゴー 牝3栗 54 武 豊武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 484 ―1：15．02 7．2�
611 ポーラバイオ 牝3芦 54 宮崎 北斗バイオ� 奥平 雅士 平取 坂東牧場 446 ―1：15．21	 61．3�
815 レヴェイヨン 牡3黒鹿56 武士沢友治 �グリーンファーム小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B530 ―1：15．3	 63．4	
612 クラウングレイス 牝3鹿 54 大野 拓弥�クラウン 高木 登 新冠 大栄牧場 488 ―1：15．61	 8．3

47 ティアップゼファー 牝3栗 54 江田 照男田中 昇氏 小野 次郎 浦河 高昭牧場 476 ―1：15．7� 4．4�
24 ライラックチャーム 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 浅野洋一郎 浦河 上山牧場 488 ―1：15．8	 43．8
35 コーラルバード 牝3黒鹿54 黛 弘人�本桐牧場 池上 昌弘 新ひだか 本桐牧場 422 ―1：16．01� 86．4�
48 メイプルウッド 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 432 ―1：16．31� 189．1�
59 テ ア ニ ン 牝3鹿 54 西村 太一スリースターズレーシング 新開 幸一 新ひだか 平野牧場 480 ―1：17．15 161．8�
816 リトルスマイル 牝3鹿 54

53 ☆石川裕紀人藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 420 ― 〃 クビ 33．9�
23 サンポーツマス 牡3鹿 56 松岡 正海加藤 信之氏 蛯名 利弘 日高 春木 昭雄 470 ―1：17．41� 18．6�
36 ウ ェ ア レ イ 牝3青鹿54 村田 一誠阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 オリエント牧場 462 ―1：17．72 27．7�
713 エヌワイサンビーム 牝3青鹿 54

51 ▲井上 敏樹サンアンドコム 和田 正道 新冠 スカイビーチステーブル 456 ― （競走中止） 135．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，187，300円 複勝： 34，236，100円 枠連： 16，559，000円
馬連： 54，976，900円 馬単： 33，027，000円 ワイド： 30，102，100円
3連複： 66，577，400円 3連単： 90，431，200円 計： 353，097，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，230円 複 勝 � 490円 � 130円 � 450円 枠 連（1－5） 1，610円

馬 連 �� 2，340円 馬 単 �� 7，400円

ワ イ ド �� 890円 �� 2，390円 �� 700円

3 連 複 ��� 6，810円 3 連 単 ��� 54，180円

票 数

単勝票数 計 271873 的中 � 9751（7番人気）
複勝票数 計 342361 的中 � 13138（7番人気）� 109280（1番人気）� 14449（6番人気）
枠連票数 計 165590 的中 （1－5） 7929（6番人気）
馬連票数 計 549769 的中 �� 18197（8番人気）
馬単票数 計 330270 的中 �� 3347（24番人気）
ワイド票数 計 301021 的中 �� 8740（9番人気）�� 3103（24番人気）�� 11366（6番人気）
3連複票数 計 665774 的中 ��� 7331（19番人気）
3連単票数 計 904312 的中 ��� 1210（145番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―12．5―13．1―12．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―35．7―48．8―1：01．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．2―3F38．7
3 ・（2，3，11）12（1，5，14）－（10，7）－15，8（4，16）－9＝6－13 4 ・（2，3，11）（1，12）（5，14）－10（8，15，7）－（4，16）－9＝6

勝馬の
紹 介

ガイアトウショウ �
�
父 デュランダル �

�
母父 サクラバクシンオー 初出走

2013．4．19生 牝3栗 母 デコトウショウ 母母 バージントウショウ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 ウェアレイ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔競走中止〕 エヌワイサンビーム号は，競走中に異常歩様となったため4コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 エヌワイサンビーム号は，競走中に異常歩様となっ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13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）13頭 アプリシエイトテン号・キャンベルアーリー号・サンペドロ号・ジーケーワン号・スプリングラン号・ゾンコラン号・

デルマクラノスケ号・ニガオエ号・ニットウダリア号・ハシカミ号・ボスキャラ号・マサノシーザー号・
マルギット号

00088 1月24日 晴 稍重 （28中山1）第8日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走11時30分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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

68 ヴ ィ ス ビ ー 牝5黒鹿55 江田 照男大野 富生氏 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム 488－ 21：56．0 30．4�
56 グランドエンジェル 牝5鹿 55 松岡 正海�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 454＋ 4 〃 クビ 31．4�
11 ナナイロボタン 牝4栗 54 戸崎 圭太 �社台レースホース黒岩 陽一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478± 0 〃 クビ 6．3�
33 ジーガールージュ 牝4栗 54 三浦 皇成�ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 498－181：56．21� 13．1�
22 ジョンブドール 牝4鹿 54

53 ☆石川裕紀人 �サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 442＋101：56．3� 14．1�
711 ルノンキュール 牝4黒鹿54 C．ルメール 山本 剛史氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 496＋ 81：56．4クビ 2．1	
69 カズノネネヒメ 牝4鹿 54 吉田 豊鈴木 可一氏 小西 一男 浦河 谷川牧場 442－ 21：57．03� 124．3

710	 ピンクシャドウ 牝5栗 55 柴田 大知 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新ひだか ケイアイファーム 492＋ 41：57．1クビ 4．2�
44 プレスクアイル 牝4黒鹿54 柴山 雄一吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 472－ 2 〃 ハナ 15．6
813 トラストレイカ 牝4鹿 54 L．コントレラス 菅波 雅巳氏 尾関 知人 新ひだか 嶋田牧場 442＋ 81：57．52� 52．4�

（加）

812	 プ ラ セ ン タ 牝4青鹿54 西村 太一�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 468± 0 〃 クビ 137．9�
45 ク ー ト ネ イ 牝4鹿 54 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 平取 船越 伸也 466＋ 21：57．92� 112．7�
57 ツクバスマイル 牝4青鹿54 大野 拓弥荻原 昭二氏 尾形 充弘 平取 清水牧場 504－ 42：09．1大差 16．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 28，093，400円 複勝： 50，731，900円 枠連： 18，284，800円
馬連： 59，030，700円 馬単： 33，928，600円 ワイド： 32，294，500円
3連複： 77，434，100円 3連単： 119，168，300円 計： 418，966，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，040円 複 勝 � 920円 � 700円 � 300円 枠 連（5－6） 4，440円

馬 連 �� 21，130円 馬 単 �� 50，380円

ワ イ ド �� 4，100円 �� 2，480円 �� 2，090円

3 連 複 ��� 48，550円 3 連 単 ��� 490，890円

票 数

単勝票数 計 280934 的中 � 7370（8番人気）
複勝票数 計 507319 的中 � 13476（9番人気）� 18172（8番人気）� 49436（3番人気）
枠連票数 計 182848 的中 （5－6） 3185（12番人気）
馬連票数 計 590307 的中 �� 2165（42番人気）
馬単票数 計 339286 的中 �� 505（87番人気）
ワイド票数 計 322945 的中 �� 2009（41番人気）�� 3362（26番人気）�� 4017（23番人気）
3連複票数 計 774341 的中 ��� 1196（102番人気）
3連単票数 計1191683 的中 ��� 176（756番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―36．9―49．4―1：01．8―1：14．5―1：27．9―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F54．2―3F41．5
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ヴ ィ ス ビ ー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2013．7．28 新潟1着

2011．1．29生 牝5黒鹿 母 ア ル ヴ ィ ス 母母 Extraterrestral 16戦3勝 賞金 23，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ツクバスマイル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年2月24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。



00089 1月24日 晴 良 （28中山1）第8日 第5競走 ��
��1，600�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
1：30．7
1：30．7

良
良

611 サンセットトウホク 牡3黒鹿 56
55 ☆石川裕紀人島川 �哉氏 加藤 征弘 新冠 秋田牧場 478＋ 61：35．0 11．0�

510 ケ ル ベ ロ ス 牡3黒鹿56 大野 拓弥坂本 肇氏 大江原 哲 新冠 松浦牧場 432＋ 2 〃 クビ 6．2�
24 アークアーセナル 牡3鹿 56 横山 典弘小阪 優友氏 国枝 栄 洞�湖 レイクヴィラファーム 468± 01：35．1クビ 3．7�
815 ワイルドゲーム 牡3鹿 56 F．ベリー 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± 01：35．31� 21．8�
（愛）

48 キャプテンロブロイ 牡3青鹿56 C．ルメール �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 508－ 41：35．51� 1．9	
35 クリンクリン 牡3鹿 56 柴山 雄一スリースターズレーシング 黒岩 陽一 新冠 有限会社 大

作ステーブル 484＋121：35．92	 121．5

713 メイショウアンカー 牡3黒鹿56 武 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 506＋101：36．32	 8．8�
11 スフバータル 牡3栗 56

53 ▲井上 敏樹�和田牧場 和田 正道 新ひだか 城市 公 454＋ 6 〃 クビ 125．7�
47 バカラボナセーラ 牝3鹿 54 江田 照男田頭 勇貴氏 竹内 正洋 浦河 昭和牧場 440＋ 41：36．4
 199．0
23 メイフェアー 牝3黒鹿54 藤岡 康太浜野順之助氏 小島 太 むかわ 市川牧場 404－101：36．93 228．5�
816 ブリーズドゥメール 牝3青鹿54 三浦 皇成村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 432＋ 21：37．0	 101．4�
59 クレッシェンド 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム 420－10 〃 クビ 121．0�
12 キ ー ラ イ ム 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 378－141：37．1クビ 320．7�
714 エンドレスブルー 牝3鹿 54 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム 428－ 61：37．31� 478．0�
612 オリエンタルアデル 牝3鹿 54 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 394± 01：37．83 534．0�
36 アースハーン 牡3栗 56 伊藤 工真松山 増男氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 442－ 41：38．11
 284．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，453，600円 複勝： 98，149，600円 枠連： 17，170，900円
馬連： 75，787，600円 馬単： 47，041，900円 ワイド： 41，392，000円
3連複： 95，409，300円 3連単： 166，870，400円 計： 582，275，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 500円 � 360円 � 270円 枠 連（5－6） 2，690円

馬 連 �� 2，630円 馬 単 �� 5，590円

ワ イ ド �� 640円 �� 600円 �� 410円

3 連 複 ��� 3，610円 3 連 単 ��� 26，620円

票 数

単勝票数 計 404536 的中 � 29237（5番人気）
複勝票数 計 981496 的中 � 48219（5番人気）� 71050（3番人気）� 102033（2番人気）
枠連票数 計 171709 的中 （5－6） 4935（9番人気）
馬連票数 計 757876 的中 �� 22291（10番人気）
馬単票数 計 470419 的中 �� 6301（19番人気）
ワイド票数 計 413920 的中 �� 15943（8番人気）�� 17349（7番人気）�� 27376（5番人気）
3連複票数 計 954093 的中 ��� 19793（10番人気）
3連単票数 計1668704 的中 ��� 4544（72番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．6―11．9―12．3―12．1―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．2―34．8―46．7―59．0―1：11．1―1：22．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．3―3F36．0

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サンセットトウホク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2015．8．15 新潟2着

2013．2．27生 牡3黒鹿 母 マジックポーションⅡ 母母 Russian Ballet 4戦1勝 賞金 9，300，000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） 3頭 アクティベート号・シアヌークビル号・タイニーアゲン号
（非抽選馬） 1頭 ローレルジャック号
※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。

00090 1月24日 晴 良 （28中山1）第8日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時50分 （芝・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
1：44．9
1：43．9

良
良

45 ホッコーモモタン 牝3黒鹿54 武 豊矢部 道晃氏 松永 康利 日高 川端 正博 410± 01：50．4 10．2�
712 アルスフェルト 牝3黒鹿54 戸崎 圭太�G1レーシング 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 4 〃 クビ 4．5�
46 ラブミーリル 牝3青鹿 54

53 ☆石川裕紀人小林 祥晃氏 小島 茂之 日高 ヤナガワ牧場 394± 01：50．61� 32．4�
11 カ マ ク ラ 牝3黒鹿54 横山 典弘市川義美ホール

ディングス� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 440－ 21：50．7� 5．2�
610 ヒメタチバナ 牝3黒鹿54 柴田 善臣岡田 勇氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 460＋ 4 〃 クビ 19．4�
58 チェストケハーツ 牝3鹿 54 吉田 豊了德寺健二氏 高木 登 新ひだか 幌村牧場 422＋ 41：50．91� 22．5	
34 プラトリーナ 牝3鹿 54 柴山 雄一 
サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 394－101：51．0クビ 14．4�
22 レモンフェイヴァー 牝3黒鹿54 蛯名 正義西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 422－ 41：51．63� 34．7�
33 ミ ネ ッ ト 牝3鹿 54 C．ルメール 窪田 康志氏 藤沢 和雄 安平 追分ファーム 444± 0 〃 ハナ 2．0
711 エバーパッション 牝3青鹿54 L．コントレラス 宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 412－101：51．7� 62．9�

（加）

814 オ ッ ド ア イ 牝3黒鹿54 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 426－141：51．91� 87．4�
813 ウインプラティーヌ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行�ウイン 武市 康男 新冠 コスモヴューファーム 396－ 81：52．0クビ 275．9�
69 カ ド バ ン 牝3栗 54

51 ▲井上 敏樹芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 424－ 81：52．63� 168．9�
57 ヤマニンモナムール 牝3栗 54 伊藤 工真土井 肇氏 池上 昌和 新冠 錦岡牧場 366＋ 41：53．55 208．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 35，838，800円 複勝： 46，508，800円 枠連： 18，871，200円
馬連： 74，468，700円 馬単： 40，264，100円 ワイド： 37，921，900円
3連複： 87，588，700円 3連単： 133，949，300円 計： 475，411，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 220円 � 200円 � 580円 枠 連（4－7） 1，410円

馬 連 �� 2，260円 馬 単 �� 4，860円

ワ イ ド �� 840円 �� 2，940円 �� 1，810円

3 連 複 ��� 17，520円 3 連 単 ��� 90，080円

票 数

単勝票数 計 358388 的中 � 27965（4番人気）
複勝票数 計 465088 的中 � 58659（4番人気）� 67279（3番人気）� 17135（8番人気）
枠連票数 計 188712 的中 （4－7） 10353（5番人気）
馬連票数 計 744687 的中 �� 25519（8番人気）
馬単票数 計 402641 的中 �� 6207（17番人気）
ワイド票数 計 379219 的中 �� 12121（9番人気）�� 3228（31番人気）�� 5331（21番人気）
3連複票数 計 875887 的中 ��� 3749（47番人気）
3連単票数 計1339493 的中 ��� 1078（246番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―25．2―36．9―49．4―1：01．8―1：14．5―1：26．7―1：38．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F35．9
1
3
5（6，7）（2，4，12）（1，10）（8，14）（3，13）11－9
5，6－7（2，12）（4，10）（1，8）（11，14）（3，13）－9

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

勝馬の
紹 介

ホッコーモモタン �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 アグネスフライト デビュー 2015．10．31 東京3着

2013．3．11生 牝3黒鹿 母 ホッコーマスタング 母母 ホッコーメモリー 3戦1勝 賞金 6，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ルーレットクイーン号
※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。



00091 1月24日 晴 稍重 （28中山1）第8日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走13時20分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

56 ディーズプラネット 牝3芦 54 横山 典弘秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 486－ 81：11．6 8．1�
45 プレシャスエース 牡3鹿 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 494＋101：11．7� 2．0�
57 シ ェ ア ー ド 牡3鹿 56 柴田 大知伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 468＋ 41：12．23 4．3�
813 タイセイラルーナ 牝3栗 54 三浦 皇成田中 成奉氏 蛯名 利弘 浦河 谷川牧場 482± 01：12．41� 10．1�
812 ラブゴーギャン 牡3鹿 56 柴田 善臣森田 千秋氏 伊藤 大士 新ひだか 見上牧場 482＋10 〃 クビ 19．0�
11 ギ ン ゴ ー 牡3鹿 56 西村 太一�ミルファーム 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 486＋ 41：12．71� 68．3	
710 カゼノカムイ 牡3鹿 56 F．ベリー 菅原 広隆氏 根本 康広 青森 荒谷牧場 470± 01：12．91� 12．1


（愛）

69 コットンパール 牝3鹿 54 江田 照男�ミルファーム 高市 圭二 日高 前野牧場 440± 0 〃 クビ 215．2�
68 タマモシルクハット 牡3黒鹿56 武士沢友治タマモ� 水野 貴広 新冠 小泉牧場 468－ 61：13．0クビ 97．5
33 イーガーアフェクト 牡3黒鹿56 戸崎 圭太髙樽さゆり氏 高木 登 浦河 上山牧場 500＋ 41：13．1� 14．8�
22 	 ダイアモンドノーム 牝3栗 54 黛 弘人友水 達也氏 中野 栄治 日高 木村牧場 424＋ 4 〃 ハナ 89．1�
711 フルオブスターズ 牝3黒鹿54 丸田 恭介�村田牧場 奥村 武 新冠 村田牧場 428± 0 〃 ハナ 37．3�
44 	 ユアザスター 牡3鹿 56 蛯名 正義西村 專次氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 506＋161：14．69 19．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 40，606，500円 複勝： 60，753，400円 枠連： 25，160，000円
馬連： 101，493，400円 馬単： 54，147，300円 ワイド： 52，379，300円
3連複： 121，718，900円 3連単： 195，038，500円 計： 651，297，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 210円 � 110円 � 140円 枠 連（4－5） 230円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 3，130円

ワ イ ド �� 460円 �� 640円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 11，150円

票 数

単勝票数 計 406065 的中 � 39687（3番人気）
複勝票数 計 607534 的中 � 49208（5番人気）� 202186（1番人気）� 107693（2番人気）
枠連票数 計 251600 的中 （4－5） 84157（1番人気）
馬連票数 計1014934 的中 �� 68593（3番人気）
馬単票数 計 541473 的中 �� 12963（8番人気）
ワイド票数 計 523793 的中 �� 26189（4番人気）�� 18023（8番人気）�� 82894（1番人気）
3連複票数 計1217189 的中 ��� 71320（2番人気）
3連単票数 計1950385 的中 ��� 12679（27番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．6―12．4―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．9―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―3F37．7
3 5，13（6，12）（1，8，10）（9，7）2（11，3）－4 4 5，13（6，12）（1，8，10）（9，7）2（11，3）－4

勝馬の
紹 介

ディーズプラネット �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2015．8．16 新潟1着

2013．3．21生 牝3芦 母 ザ デ イ 母母 ウエイアウト 3戦2勝 賞金 14，200，000円
［他本会外：1戦0勝］

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

00092 1月24日 晴 稍重 （28中山1）第8日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時50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

815�	 ディプロムソング 牡5芦 57 戸崎 圭太林 正道氏 的場 均 米 Southern Equine
Stables, LLC 496± 01：11．8 2．3�

611� ブルーミーフラワー 牡5鹿 57 吉田 豊 �クイーンズ・ランチ 畠山 吉宏 米 Liberation Farm &
Brandywine Farm 486－ 21：11．9
 14．3�

816 シゲルミマサカ 牝5青鹿55 柴山 雄一森中 蕃氏 伊藤 正徳 新冠 村上牧場 440＋ 61：12．11
 27．3�
714 ディスティニーガイ 牡4鹿 56 蛯名 正義石瀬 浩三氏 奥平 雅士 新冠 ラツキー牧場 494＋ 2 〃 ハナ 12．6�
47 � ドラゴンスパン 牡5黒鹿57 伊藤 工真窪田 康志氏 久保田貴士 米 Brandywine

Farm & Darley 486＋ 21：12．2クビ 5．3�
48 ウインヴォイジャー 牡5芦 57 柴田 大知�ウイン 清水 英克 日高 シンボリ牧場 536－ 61：12．3� 5．3	
12 ツウローゼズ 牝4黒鹿54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 樋渡 志尚 466＋ 21：12．4
 23．0

11 � ショウナンアイ 牝4栗 54 大野 拓弥国本 哲秀氏 奥村 武 米 Padua Sta-

bles, LLC 470＋ 21：12．5クビ 31．7�
510 ミラクルピッチ 牝7黒鹿55 宮崎 北斗松尾 正氏 小西 一男 新ひだか 土居 忠吉 454＋ 4 〃 クビ 138．6�
612 キービスケット 牝5黒鹿55 嘉藤 貴行北前孔一郎氏 高橋 文雅 安平 追分ファーム 494± 01：12．6クビ 176．4
713 セイウンアワード 牡4鹿 56

53 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 厚賀古川牧場 530＋ 2 〃 クビ 105．2�
35 � ハーランズロマン 牝4黒鹿54 C．ルメール 林 正道氏 斎藤 誠 米 WinStar

Farm, LLC B482－ 21：12．7
 8．7�
59 ヒカリセット 牡5青鹿57 武士沢友治�ヒカリクラブ 南田美知雄 日高 ヤナガワ牧場 484＋ 61：12．91 168．0�
36 モンサンナシーラ 牡4栗 56 F．ベリー 山下 新一氏 牧 光二 新ひだか 伊藤 敏明 B520＋ 6 〃 ハナ 31．0�

（愛）

23 �	 エーシンサミット 牡6黒鹿57 江田 照男野谷 美千氏 武市 康男 米 Centaur
Farms, Inc. B530± 0 〃 クビ 282．4�

24 � ピュアリーソリッド 牝4鹿 54
51 ▲井上 敏樹南波 壽氏 高橋 祥泰 米 Winches-

ter Farm 430－201：13．75 139．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，424，200円 複勝： 55，375，600円 枠連： 32，476，600円
馬連： 100，740，200円 馬単： 48，647，100円 ワイド： 51，731，200円
3連複： 123，342，900円 3連単： 169，359，400円 計： 619，097，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 280円 � 420円 枠 連（6－8） 1，480円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 2，310円

ワ イ ド �� 630円 �� 840円 �� 2，080円

3 連 複 ��� 5，720円 3 連 単 ��� 21，700円

票 数

単勝票数 計 374242 的中 � 128577（1番人気）
複勝票数 計 553756 的中 � 154657（1番人気）� 43888（5番人気）� 25294（8番人気）
枠連票数 計 324766 的中 （6－8） 16964（6番人気）
馬連票数 計1007402 的中 �� 47143（6番人気）
馬単票数 計 486471 的中 �� 15773（7番人気）
ワイド票数 計 517312 的中 �� 21914（6番人気）�� 15920（8番人気）�� 6088（25番人気）
3連複票数 計1233429 的中 ��� 16170（18番人気）
3連単票数 計1693594 的中 ��� 5658（62番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．1―12．1―12．5―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．5―45．6―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
	
ディプロムソング �

�
父 Unbridled’s Song �

�
母父 Forestry

2011．5．2生 牡5芦 母 Diplomat Lady 母母 Playcaller 14戦2勝 賞金 25，675，000円
初出走 JRA

※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 ウエスタンニンジャ号・サンアルパイン号・ライトフェアリー号
※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。



00093 1月24日 晴 稍重 （28中山1）第8日 第9競走 ��
��1，800�

はつあかね

初 茜 賞
発走14時25分 （ダート・右）
4歳以上，1，000万円以下，27．1．24以降28．1．17まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

714 フ ァ ド ー グ �5黒鹿56 横山 典弘 �キャロットファーム 奥平 雅士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478＋ 41：54．1 2．8�

611 ピグマリオン �7鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 470＋ 81：54．31� 5．2�
815 ワイルドコットン 牡5栗 54 藤岡 康太池谷 誠一氏 池上 昌和 日高 下河辺牧場 B500＋ 41：54．4� 22．8�
23 クラウンシャイン 牡4栗 55 黛 弘人�クラウン 蛯名 利弘 浦河 富塚ファーム 478＋ 81：54．5	 5．5�
816 メイスンウォー 牡6鹿 54 石川裕紀人梅村 浩氏 小島 茂之 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋ 61：54．6� 60．1	
12 ダンディーレイ 牡6栗 55 江田 照男 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 藤原牧場 488＋ 61：54．91	 137．4

612 タイセイクルーズ 牡5栗 54 戸崎 圭太田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 518± 0 〃 ハナ 15．5�
59 ブルーボサノヴァ 牝5栗 52 柴田 大知 �ブルーマネジメント和田 雄二 新冠 川上牧場 498± 01：55．0	 13．4�
510 カ ン デ ラ 牝4黒鹿53 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± 01：55．1� 10．6
36 エグランティエ 牝4栗 51 伊藤 工真�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 436－ 21：55．52� 37．5�
24 スズカリバー 牡4鹿 53 丸田 恭介永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B500＋ 81：56．03 39．0�
48 エリーフェアリー 牝5鹿 53 宮崎 北斗谷川 正純氏 谷原 義明 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 482＋ 6 〃 クビ 101．0�
11 ロジテースト 牡5鹿 54 松岡 正海久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 454＋ 41：56．1� 57．0�
713 エメラルエナジー 牡4栗 54 吉田 豊高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 500± 01：56．2クビ 7．4�
47 ソワンドタイガー 牡4栗 52 村田 一誠西村 静子氏 中野 栄治 新ひだか 小河 豊水 480－ 51：57．26 96．1�

（15頭）
35 ウエスタンオウジ �6鹿 55 柴山 雄一西川 賢氏 大竹 正博 新ひだか ウエスタンファーム 492± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 45，025，400円 複勝： 70，367，100円 枠連： 41，297，900円
馬連： 145，323，900円 馬単： 63，445，300円 ワイド： 69，525，800円
3連複： 174，762，300円 3連単： 232，748，500円 計： 842，496，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 180円 � 480円 枠 連（6－7） 440円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 360円 �� 910円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 3，800円 3 連 単 ��� 13，800円

票 数

単勝票数 差引計 450254（返還計 7358） 的中 � 127619（1番人気）
複勝票数 差引計 703671（返還計 19281） 的中 � 163720（1番人気）� 101657（3番人気）� 27350（8番人気）
枠連票数 差引計 412979（返還計 501） 的中 （6－7） 72472（1番人気）
馬連票数 差引計1453239（返還計 45386） 的中 �� 137176（1番人気）
馬単票数 差引計 634453（返還計 18230） 的中 �� 35886（1番人気）
ワイド票数 差引計 695258（返還計 35202） 的中 �� 54523（1番人気）�� 18820（10番人気）�� 10740（19番人気）
3連複票数 差引計1747623（返還計100313） 的中 ��� 34443（10番人気）
3連単票数 差引計2327485（返還計126507） 的中 ��� 12223（28番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―35．7―48．6―1：01．6―1：14．4―1：27．3―1：40．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フ ァ ド ー グ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．12．22 中山7着

2011．4．25生 �5黒鹿 母 ペニーホイッスル 母母 ラークホイッスル 14戦4勝 賞金 51，965，000円
〔競走除外〕 ウエスタンオウジ号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
※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 ソルプレーサ号
（非抽選馬） 1頭 タプローム号

00094 1月24日 晴 良 （28中山1）第8日 第10競走 ��
��2，000�

し の の め

東 雲 賞
発走15時00分 （芝・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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

813 ツクバアズマオー 牡5鹿 57 吉田 豊荻原 昭二氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 480－ 22：00．3 3．9�
58 フォワードカフェ 牡4黒鹿56 武 豊西川 恭子氏 小島 太 むかわ 上水牧場 532＋202：00．93� 10．7�
33 トレクァルティスタ 牡5黒鹿57 柴山 雄一 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 496＋ 42：01．0	 6．2�
814
 セ セ リ 牡5栗 57 L．コントレラス 冨士井直哉氏 森 秀行 米 William Paca

Beatson Jr. 508－ 42：01．1クビ 20．3�
（加）

22 マイネグレヴィル 牝5鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 472± 02：01．2	 14．9	

711 テスタメント 牡5鹿 57 杉原 誠人田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 448＋10 〃 アタマ 10．1

57 レインオーバー �5青鹿57 戸崎 圭太 �グリーンファーム堀 宣行 千歳 社台ファーム B448＋ 22：01．3クビ 4．0�
69 キネオダンサー 牝5鹿 55 蛯名 正義吉田 千津氏 牧 光二 新冠 パカパカ

ファーム 484＋ 2 〃 クビ 14．8�
46 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 508＋ 6 〃 ハナ 5．9
（愛）

11 
 アメリカンダイナー �7鹿 57 藤岡 康太吉澤 克己氏 相沢 郁 米
Tony Holmes, Wal-
ter Zent & Win-
Star Farm LLC

484± 02：01．93� 112．0�
45  ジョーチャーリー 牡5黒鹿57 大野 拓弥上田けい子氏 畠山 吉宏 浦河 バンブー牧場 478＋ 42：02．53� 207．7�
34 スワンボート 牡6鹿 57 江田 照男田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 オンワード牧場 476± 02：02．81	 245．8�
610 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± 02：03．11	 218．1�
712 ヘルデンテノール 牡6鹿 57 横山 典弘 �社台レースホース池上 昌和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504＋ 22：04．710 39．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 50，646，300円 複勝： 70，582，800円 枠連： 37，709，700円
馬連： 179，108，500円 馬単： 72，935，700円 ワイド： 70，281，500円
3連複： 204，126，600円 3連単： 292，159，800円 計： 977，550，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 350円 � 220円 枠 連（5－8） 530円

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 3，640円

ワ イ ド �� 780円 �� 520円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 4，450円 3 連 単 ��� 21，970円

票 数

単勝票数 計 506463 的中 � 102297（1番人気）
複勝票数 計 705828 的中 � 142198（2番人気）� 42519（7番人気）� 82969（3番人気）
枠連票数 計 377097 的中 （5－8） 54228（1番人気）
馬連票数 計1791085 的中 �� 64617（7番人気）
馬単票数 計 729357 的中 �� 15010（12番人気）
ワイド票数 計 702815 的中 �� 22928（8番人気）�� 36380（2番人気）�� 12099（24番人気）
3連複票数 計2041266 的中 ��� 34401（14番人気）
3連単票数 計2921598 的中 ��� 9640（60番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．8―12．0―12．7―12．2―11．9―11．6―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―36．4―48．4―1：01．1―1：13．3―1：25．2―1：36．8―1：48．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．1
1
3
2－8，14，13，10，3（5，7）（9，11，12）－（4，6）－1
2（8，12）－（13，14）10（3，5，7）（9，11，6）－4，1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ツクバアズマオー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2013．7．28 函館2着

2011．1．30生 牡5鹿 母 ニューグランジ 母母 シアトルデライター 18戦4勝 賞金 57，859，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※タプローム号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

１レース目



00095 1月24日 晴 良 （28中山1）第8日 第11競走 ��
��2，200�第57回アメリカジョッキークラブカップ（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，27．1．24以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬1�増，27．1．23以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳
時の成績を除く）

アメリカジョッキークラブ賞（1着）
賞 品

本 賞 62，000，000円 25，000，000円 16，000，000円 9，300，000円 6，200，000円
付 加 賞 1，120，000円 320，000円 160，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：10．0

良
良

23 ディサイファ 牡7鹿 57 武 豊 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 510＋122：12．0 5．0�

611 スーパームーン 牡7青鹿56 C．ルメール 山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 520± 02：12．21� 6．5�
47 	 ショウナンバッハ 牡5鹿 56 戸崎 圭太国本 哲秀氏 上原 博之 日高 ヤナガワ牧場 448＋ 6 〃 クビ 9．6�
11 マイネルフロスト 牡5芦 56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 競優牧場 488± 02：12．3クビ 7．9�
713 ヤマニンボワラクテ 
5鹿 56 藤懸 貴志土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 488＋ 2 〃 アタマ 8．3�
714 スズカデヴィアス 牡5黒鹿56 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 508＋ 82：12．51 14．0	
815 マイネルディーン 牡7青 56 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 新冠橋本牧場 466＋ 22：12．71� 95．8

612 フラガラッハ 牡9鹿 56 高倉 稜 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504＋ 42：12．8� 100．7�
48 ステラウインド 牡7黒鹿56 蛯名 正義前田 幸治氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 494＋ 42：12．9� 23．5
36 サトノラーゼン 牡4鹿 56 F．ベリー 里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 466＋ 62：13．0クビ 4．4�

（愛）

59 ライズトゥフェイム 牡6鹿 56 石川裕紀人 �シルクレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490＋ 22：13．1� 7．7�

816 マイネルメダリスト 牡8鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田中 清隆 新冠 新冠伊藤牧場 B504＋102：13．2� 129．7�

35 クランモンタナ 牡7芦 56 三浦 皇成 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 492＋ 82：13．52 49．1�
12 アップルジャック 牡8黒鹿56 原田 和真藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 528－ 62：14．56 283．8�
510 ル ル ー シ ュ 牡8黒鹿56 柴田 善臣山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 526＋242：18．6大差 103．7�
24 ショウナンマイティ 牡8青鹿56 L．コントレラス 国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 矢野牧場 508＋ 6 （競走中止） 50．3�

（加）

（16頭）

売 得 金
単勝： 208，599，300円 複勝： 298，522，400円 枠連： 160，589，000円
馬連： 878，107，700円 馬単： 341，665，200円 ワイド： 337，388，100円
3連複： 1，334，908，500円 3連単： 2，076，800，200円 計： 5，636，580，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 180円 � 220円 � 310円 枠 連（2－6） 1，750円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 3，360円

ワ イ ド �� 740円 �� 1，260円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 6，350円 3 連 単 ��� 30，540円

票 数

単勝票数 計2085993 的中 � 327711（2番人気）
複勝票数 計2985224 的中 � 484602（1番人気）� 352677（3番人気）� 220750（7番人気）
枠連票数 計1605890 的中 （2－6） 70896（11番人気）
馬連票数 計8781077 的中 �� 376676（4番人気）
馬単票数 計3416652 的中 �� 76264（7番人気）
ワイド票数 計3373881 的中 �� 121336（4番人気）�� 67900（18番人気）�� 70569（17番人気）
3連複票数 計13349085 的中 ��� 157454（24番人気）
3連単票数 計20768002 的中 ��� 49291（105番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．3―23．5―36．3―48．5―1：00．8―1：12．8―1：24．8―1：36．6―1：48．2―2：00．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F35．4
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ディサイファ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dubai Millennium デビュー 2012．2．26 中山3着

2009．4．20生 牡7鹿 母 ミ ズ ナ 母母 Tribulation 33戦9勝 賞金 404，959，000円
〔競走中止〕 ショウナンマイティ号は，競走中に疾病〔左前繋靭帯不全断裂〕を発症したため3コーナーで競走中止。
※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。

00096 1月24日 晴 良 （28中山1）第8日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （芝・右・外）
1000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

55 ビヨンジオール 牡4鹿 56 戸崎 圭太林 正道氏 的場 均 新ひだか 城地 清満 508＋101：33．7 4．5�
33 ロジダーリング 牡4鹿 56 大野 拓弥久米田正明氏 新開 幸一 洞�湖 レイクヴィラファーム 462± 0 〃 クビ 3．6�
11 パワースラッガー 牡5鹿 57 武 豊丸岡 啓一氏 菊川 正達 安平 吉田牧場 484＋ 21：34．01	 6．1�
811 ルナプロスペクター 牡4鹿 56 F．ベリー �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 456± 0 〃 クビ 3．4�

（愛）

812 ストリートキャップ 牡4芦 56 柴山 雄一 �ローレルレーシング 斎藤 誠 新冠 佐藤 信広 490＋ 61：34．1
 11．4	
79 エデンロック 牡6鹿 57 杉原 誠人田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 478＋ 8 〃 ハナ 41．3

67 ロングシャドウ 牡6青鹿57 C．ルメール 飯塚 知一氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 504＋ 21：34．31� 15．6�
56 アーマークラッド �6栗 57 蛯名 正義吉田 和子氏 武井 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502＋ 81：34．4クビ 82．2�
68  キングクリチャン 牡7栗 57

54 ▲井上 敏樹栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 B506＋ 41：34．61� 169．5
44 レッドルモンド 牡4青鹿56 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 526＋ 41：34．91	 10．7�
710 ハイアーヴォルト 牡4鹿 56 嘉藤 貴行伊東 純一氏 尾形 充弘 浦河 昭和牧場 482＋ 41：35．32
 72．2�
22 ワタシダイナマイト 牝4栗 54 柴田 大知小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 466＋141：35．4	 110．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 66，065，400円 複勝： 86，463，600円 枠連： 39，803，700円
馬連： 191，123，400円 馬単： 85，292，900円 ワイド： 81，506，900円
3連複： 217，664，300円 3連単： 396，480，000円 計： 1，164，400，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 160円 � 140円 � 160円 枠 連（3－5） 1，040円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 300円 �� 440円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，500円 3 連 単 ��� 7，470円

票 数

単勝票数 計 660654 的中 � 115945（3番人気）
複勝票数 計 864636 的中 � 132070（3番人気）� 176313（1番人気）� 131194（4番人気）
枠連票数 計 398037 的中 （3－5） 29404（4番人気）
馬連票数 計1911234 的中 �� 169411（3番人気）
馬単票数 計 852929 的中 �� 34381（7番人気）
ワイド票数 計 815069 的中 �� 71641（2番人気）�� 44416（6番人気）�� 59371（4番人気）
3連複票数 計2176643 的中 ��� 108274（4番人気）
3連単票数 計3964800 的中 ��� 38447（13番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―11．6―11．4―11．6―11．5―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―35．6―47．0―58．6―1：10．1―1：21．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F35．1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ビヨンジオール �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2014．7．13 中京2着

2012．3．2生 牡4鹿 母 サムシングナイス 母母 ス ナ イ ス 13戦3勝 賞金 42，493，000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。

４レース目



（28中山1）第8日 1月24日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 177頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

287，470，000円
2，530，000円
8，880，000円
2，600，000円
33，010，000円
4，500，000円
71，735，000円
4，874，000円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
624，623，000円
945，743，700円
442，838，900円
1，980，937，600円
883，481，100円
866，345，900円
2，660，261，900円
4，082，746，500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 12，486，978，600円

総入場人員 23，990名 （有料入場人員 21，748名）



平成28年度 第1回中山競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，460頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

1，891，930，000円
12，650，000円
68，670，000円
13，410，000円
203，920，000円
4，500，000円
589，484，000円
40，249，600円
14，016，000円

勝馬投票券売得金
4，350，850，000円
6，784，618，800円
3，359，872，400円
13，544，293，400円
6，191，094，700円
6，111，582，900円
17，348，385，100円
25，975，123，500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 83，665，820，800円

総入場延人員 185，799名 （有料入場延人員 169，497名）
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