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00001 1月5日 晴 良 （29中山1）第1日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走9時55分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

11 コマノレジェンド 牝3黒鹿54 吉田 隼人長谷川芳信氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 468－ 41：13．1 12．0�
23 リンガスネオ 牡3黒鹿56 田辺 裕信伊藤 巖氏 中舘 英二 新ひだか 三木田牧場 480＋ 4 〃 クビ 5．1�
611 ホワイトファング 牡3芦 56

54 △木幡 巧也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 490± 01：13．63 1．5�

713 アンチャーテッド 牡3鹿 56 川田 将雅吉澤 克己氏 相沢 郁 日高 池添 安雄 442＋ 41：13．7� 9．8�
35 ショウブノセック 牡3栗 56 丹内 祐次古賀 慎一氏 尾形 和幸 むかわ 上水牧場 466＋ 41：13．8� 18．0�
47 サンマルアルティマ 牡3黒鹿56 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 浦河 中村 雅明 476＋ 61：14．11� 24．9	
12 ア ク ト レ ス 牝3栗 54

52 △木幡 初也井山 登氏 竹内 正洋 新冠 シンユウフアーム 444－ 6 〃 アタマ 83．2

24 アベストルース 牡3鹿 56 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 468－ 21：14．31� 58．4�
815 キタノリツメイ 牝3栗 54 松岡 正海�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 436－ 4 〃 ハナ 39．3
816 ベニノシリウス 牡3鹿 56 田中 勝春�紅谷 粕谷 昌央 新冠 川上牧場 432± 01：15．36 35．7�
59 カシノポルカ 牝3栗 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 菊地牧場 436± 01：15．62 129．1�
48 イデアキング 牡3鹿 56 江田 照男益田 修一氏 根本 康広 浦河 大道牧場 434＋ 81：16．34 125．0�
612 ブロンドブリランテ 牝3栗 54

52 △伴 啓太田頭 勇貴氏 石毛 善彦 浦河 村下 明博 426＋ 21：16．61� 162．6�
510 クララフトゥーラ 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 飛渡牧場 436－ 61：16．92 40．0�
36 カシノマルキーズ 牝3青鹿54 嘉藤 貴行柏木 務氏 天間 昭一 新冠 村田牧場 420－ 21：17．43 150．1�
714 ジュンスターホース 牡3栗 56 田中 博康河合 純二氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B478＋201：20．1大差 115．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，254，100円 複勝： 72，702，100円 枠連： 15，583，600円
馬連： 64，028，300円 馬単： 35，774，200円 ワイド： 39，168，500円
3連複： 98，461，600円 3連単： 134，611，400円 計： 488，583，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 190円 � 120円 � 110円 枠 連（1－2） 1，570円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 5，090円

ワ イ ド �� 500円 �� 330円 �� 160円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 11，890円

票 数

単勝票数 計 282541 的中 � 18777（4番人気）
複勝票数 計 727021 的中 � 30786（4番人気）� 87499（2番人気）� 476294（1番人気）
枠連票数 計 155836 的中 （1－2） 7661（7番人気）
馬連票数 計 640283 的中 �� 25335（7番人気）
馬単票数 計 357742 的中 �� 5262（17番人気）
ワイド票数 計 391685 的中 �� 16205（6番人気）�� 27651（2番人気）�� 77077（1番人気）
3連複票数 計 984616 的中 ��� 87787（2番人気）
3連単票数 計1346114 的中 ��� 8204（32番人気）

ハロンタイム 11．7―10．6―11．7―12．9―12．7―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．3―34．0―46．9―59．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．8―3F39．1
3 1，2（10，11）（5，3，13）（4，15）16－7－（6，12）－（8，9）＝14 4 1（5，2，11）（3，10）（13，15）4（16，7）－（6，12）（8，9）＝14

勝馬の
紹 介

コマノレジェンド �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2016．10．15 東京5着

2014．5．1生 牝3黒鹿 母 コマノスクアーロ 母母 コ マ ノ マ コ 4戦1勝 賞金 7，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノマルキーズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年2月5日まで平地

競走に出走できない。
ジュンスターホース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年3月5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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アンヌ号
（非抽選馬） 2頭 サノノショウグン号・マッタナシ号

00002 1月5日 晴 良 （29中山1）第1日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時25分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

714 エドノライト 牝3栗 54 吉田 豊遠藤 喜松氏 萱野 浩二 新ひだか 沖田 忠幸 516－ 21：58．2 17．1�
816 スプリングフット 牡3鹿 56 宮崎 北斗島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 488＋14 〃 アタマ 10．0�
23 コスモオペラ 牡3栗 56 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 和田 正道 新ひだか 岡田 猛 478＋ 81：58．3クビ 33．8�
36 ジェイケイライジン 牡3栗 56 勝浦 正樹小谷野次郎氏 柴田 政人 浦河 富塚ファーム 484＋ 21：58．4� 5．1�
611 リパーカッション 牡3鹿 56

54 △木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 浦河 杵臼牧場 512＋ 21：58．82� 4．7	
612 ローレルモナルカ 牡3青鹿56 黛 弘人 
ローレルレーシング 奥平 雅士 日高 リコーファーム 518＋ 61：58．9� 30．6�
12 トワードポラリス 牡3黒鹿56 戸崎 圭太吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 456＋ 6 〃 クビ 2．6�
59 マスカレードシチー 牡3青鹿56 内田 博幸 
友駿ホースクラブ 和田 雄二 浦河 桑田牧場 490＋201：59．96 28．6
713 スカーレットラバー 牡3鹿 56 田辺 裕信村島 昭男氏 大和田 成 新冠 カミイスタット 478－ 4 〃 ハナ 6．4�
11 サ ノ リ ュ ウ 牡3鹿 56 江田 照男佐野 信幸氏 堀井 雅広 浦河 鎌田 正嗣 476± 02：00．0クビ 128．0�
35 キモンズラブ 牝3芦 54

52 △伴 啓太小林 祥晃氏 武藤 善則 新ひだか 伊藤 敏明 450－ 4 〃 クビ 408．3�
24 プ ロ ー ン 牝3黒鹿 54

52 △木幡 初也グリーンスウォード高市 圭二 新冠 芳住 鉄兵 408＋ 82：00．1� 60．2�
47 ブ ル タ ー レ 牡3栗 56 蛯名 正義赤沼 秀典氏 二ノ宮敬宇 浦河 大北牧場 510－ 62：00．2クビ 57．9�
815 マイネルアクスト 	3鹿 56 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 浦河 三枝牧場 500－ 62：00．52 172．6�
48 クロノスドリーム 牡3黒鹿 56

53 ▲野中悠太郎田島 孝司氏 鈴木 伸尋 新冠 松浦牧場 476＋122：01．56 220．8�
（15頭）

510 パトリヨティスム 	3鹿 56
53 ▲藤田菜七子井上 修一氏 根本 康広 むかわ 市川牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 23，021，200円 複勝： 33，699，000円 枠連： 14，913，400円
馬連： 60，644，300円 馬単： 31，091，900円 ワイド： 32，591，500円
3連複： 75，941，400円 3連単： 97，557，300円 計： 369，460，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，710円 複 勝 � 420円 � 310円 � 730円 枠 連（7－8） 2，070円

馬 連 �� 8，290円 馬 単 �� 17，890円

ワ イ ド �� 1，960円 �� 4，450円 �� 2，340円

3 連 複 ��� 62，110円 3 連 単 ��� 378，230円

票 数

単勝票数 計 230212 的中 � 10770（6番人気）
複勝票数 計 336990 的中 � 20952（6番人気）� 30744（5番人気）� 11113（8番人気）
枠連票数 計 149134 的中 （7－8） 5568（10番人気）
馬連票数 計 606443 的中 �� 5666（23番人気）
馬単票数 計 310919 的中 �� 1303（51番人気）
ワイド票数 計 325915 的中 �� 4324（20番人気）�� 1866（37番人気）�� 3605（25番人気）
3連複票数 計 759414 的中 ��� 917（106番人気）
3連単票数 計 975573 的中 ��� 187（606番人気）

ハロンタイム 13．0―12．6―13．2―13．4―12．9―13．1―12．9―13．1―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．6―38．8―52．2―1：05．1―1：18．2―1：31．1―1：44．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．1―3F40．0
1
3

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

勝馬の
紹 介

エドノライト �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．12．10 中山3着

2014．5．24生 牝3栗 母 フレンチムスメ 母母 ジョージアキヨ 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔出走取消〕 パトリヨティスム号は，疾病〔右後肢挫創〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 ブルターレ号の騎手平野優は，病気のため蛯名正義に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ゴールドコーナー号・マイネルヴィレ号・マイネルグアンチェ号・ワイルドスマッシュ号

第１回 中山競馬 第１日



00003 1月5日 晴 良 （29中山1）第1日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時55分 （ダート・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

24 ティーラウレア 牡3鹿 56 松岡 正海深見 富朗氏 伊藤 伸一 浦河 村下 清志 530 ―1：58．6 10．4�
59 � リードザフィールド 牡3栗 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 米 Brereton C. Jones

& B. Ned Jones 464 ―2：00．19 22．4�
11 ロジキャロル 牡3栗 56 田中 勝春久米田正明氏 新開 幸一 浦河 栄進牧場 448 ―2：00．52� 7．7�
47 アイヅヒリュウ 牡3鹿 56

54 △木幡 巧也真部 晴德氏 小笠 倫弘 新ひだか 佐竹 学 488 ― 〃 クビ 16．0�
510 ロードアプローズ 牡3鹿 56 北村 宏司 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 510 ―2：00．6クビ 3．8�
48 ミヤギファルコン 牝3栗 54 吉田 豊菅原 光博氏 田村 康仁 新ひだか 鹿嶋牧場 498 ―2：00．81� 7．7	
714� キ エ レ 牝3栗 54 蛯名 正義�ノースヒルズ 松永 幹夫 米 North Hills

Co. Ltd. 438 ―2：00．9クビ 3．4

23 ゴロウマルウィン 牡3芦 56 石橋 脩上羽 浩平氏 栗田 徹 日高 シンボリ牧場 512 ― 〃 アタマ 40．0�
713 ビッグイージー 牡3鹿 56

54 △井上 敏樹小原準一郎氏 竹内 正洋 日高 槇本牧場 532 ― 〃 ハナ 29．9�
815 サコウイッパク 牡3黒鹿 56

54 △木幡 初也村島 昭男氏 杉浦 宏昭 新ひだか 木村 秀則 494 ―2：01．32� 33．0
816 デルママツリ 牡3鹿 56

53 ▲菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 武井 亮 日高 ファニーヒルファーム 466 ― 〃 クビ 57．5�
35 ザ イ マ カ 牡3栗 56 内田 博幸山住 勲氏 伊藤 大士 伊達 高橋農場 482 ―2：01．83 26．9�
12 � エ ル ミ ー ロ 牡3栗 56 戸崎 圭太門野 重雄氏 森 秀行 米 Winches-

ter Farm 478 ―2：02．01	 20．6�
36 スズカバランス 牡3鹿 56 柴山 雄一永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 464 ―2：03．17 34．1�
612 グレートブーム 牡3黒鹿56 勝浦 正樹�明栄商事 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム 490 ―2：04．9大差 60．4�
611 マツリダプリンス 牡3鹿 56 嘉藤 貴行国田 正忠氏 奥村 武 新冠 村本牧場 460 ―2：05．0
 182．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，255，300円 複勝： 32，035，400円 枠連： 19，305，800円
馬連： 58，018，000円 馬単： 27，527，500円 ワイド： 32，014，600円
3連複： 70，928，900円 3連単： 83，148，100円 計： 348，233，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 350円 � 590円 � 270円 枠 連（2－5） 1，670円

馬 連 �� 14，920円 馬 単 �� 29，110円

ワ イ ド �� 3，560円 �� 1，290円 �� 2，850円

3 連 複 ��� 32，040円 3 連 単 ��� 208，580円

票 数

単勝票数 計 252553 的中 � 19408（5番人気）
複勝票数 計 320354 的中 � 24337（5番人気）� 12874（9番人気）� 33978（4番人気）
枠連票数 計 193058 的中 （2－5） 8923（7番人気）
馬連票数 計 580180 的中 �� 3012（45番人気）
馬単票数 計 275275 的中 �� 709（88番人気）
ワイド票数 計 320146 的中 �� 2282（41番人気）�� 6540（11番人気）�� 2869（32番人気）
3連複票数 計 709289 的中 ��� 1660（98番人気）
3連単票数 計 831481 的中 ��� 289（625番人気）

ハロンタイム 12．8―12．2―13．7―13．9―12．8―12．6―13．3―13．5―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．0―38．7―52．6―1：05．4―1：18．0―1：31．3―1：44．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．2―3F40．6
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ティーラウレア �
�
父 サマーバード �

�
母父 フォーティナイナー 初出走

2014．3．18生 牡3鹿 母 ペリウィンクル 母母 ダジルミージョリエ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グレートブーム号・マツリダプリンス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年2月

5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 リセンティート号

00004 1月5日 晴 良 （29中山1）第1日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走11時25分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

24 バ イ レ 牝5芦 55
53 △木幡 巧也 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 480－ 41：12．6 37．3�

815 ブレヴェスト 牡4黒鹿56 田辺 裕信平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 484＋ 81：12．7� 3．6�
713 ギ ン ゴ ー 牡4鹿 56 柴山 雄一�ミルファーム 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 494＋ 61：12．8クビ 7．9�
816 ゼロカラノキセキ 牝4鹿 54 戸崎 圭太広尾レース� 尾関 知人 新ひだか 木村 秀則 480－ 21：13．12 3．5�
714 ロマンコスモ 	4栗 56 内田 博幸菅 實氏 松永 康利 新冠 大栄牧場 518＋ 41：13．2
 8．1	
611�� ツインプラネット 	7鹿 57

56 ☆長岡 禎仁窪田 康志氏 中川 公成 米
Hertrich/McCarthy Live-
stock LLC, Fred W. Her-
trich III & John D. Fieldi

512＋ 81：13．41 9．8

47 キーウエスト 牝4鹿 54 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか 飛野牧場 460＋ 41：13．82
 26．5�
612� オレノカッチー 牡4鹿 56 田中 勝春長谷川清英氏 杉浦 宏昭 浦河 高昭牧場 514＋ 41：14．33 63．5�
35 イーガーアフェクト 牡4黒鹿56 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 上山牧場 504＋141：14．4クビ 73．6
11 ゴールドエッグ 牡5鹿 57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 松田牧場 498－ 2 〃 クビ 44．3�
59 � ラブオールミー 牝4鹿 54

51 ▲菊沢 一樹栃本 實氏 浅野洋一郎 浦河 細道牧場 440－181：15．03
 230．9�
510� ショウザイシンホー 牡4黒鹿 56

53 ▲藤田菜七子小野 建氏 小桧山 悟 浦河 三好牧場 518＋10 〃 クビ 57．8�
23 � ローレルウラノス 牡5栗 57

55 △井上 敏樹 �ローレルレーシング 本間 忍 浦河 太陽牧場 522＋12 〃 アタマ 98．7�
12 カシノエイシ 牡4鹿 56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 鹿児島 柏木 務 552＋ 61：15．63
 159．4�
48 キャプレット 牝5栗 55

52 ▲野中悠太郎前田 幸治氏 武藤 善則 新冠 株式会社
ノースヒルズ B472＋121：15．7クビ 183．7�

36 シゲルハダカマツリ 牡5鹿 57 吉田 隼人森中 蕃氏 伊藤 圭三 浦河 惣田 英幸 B562＋221：16．55 5．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，754，700円 複勝： 36，269，700円 枠連： 23，029，600円
馬連： 66，063，000円 馬単： 32，571，300円 ワイド： 36，516，200円
3連複： 82，699，800円 3連単： 108，716，300円 計： 411，620，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，730円 複 勝 � 880円 � 150円 � 220円 枠 連（2－8） 4，270円

馬 連 �� 9，750円 馬 単 �� 29，430円

ワ イ ド �� 3，110円 �� 4，760円 �� 460円

3 連 複 ��� 18，800円 3 連 単 ��� 181，610円

票 数

単勝票数 計 257547 的中 � 5521（8番人気）
複勝票数 計 362697 的中 � 7729（9番人気）� 78453（1番人気）� 43138（5番人気）
枠連票数 計 230296 的中 （2－8） 4179（12番人気）
馬連票数 計 660630 的中 �� 5249（21番人気）
馬単票数 計 325713 的中 �� 830（60番人気）
ワイド票数 計 365162 的中 �� 2876（25番人気）�� 1863（36番人気）�� 22732（3番人気）
3連複票数 計 826998 的中 ��� 3298（44番人気）
3連単票数 計1087163 的中 ��� 434（394番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．4―12．2―12．8―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．7―45．9―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バ イ レ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 スターオブコジーン デビュー 2014．6．28 東京9着

2012．2．21生 牝5芦 母 ヒカルトクタイセイ 母母 ヒカルイットウセイ 19戦2勝 賞金 15，900，000円
〔発走状況〕 イーガーアフェクト号は，枠内駐立不良〔坐る〕。



00005 1月5日 晴 良 （29中山1）第1日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時15分 （芝・右）

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

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

815 マイネルパンドーロ 牡3黒鹿56 内田 博幸 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 452＋ 22：03．6 20．6�

11 ポールヴァンドル 牝3芦 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 上原 博之 安平 ノーザンファーム 540＋ 6 〃 アタマ 1．4�
510 トータルソッカー 牡3栗 56

54 △井上 敏樹渡邊 隆氏 尾形 充弘 新ひだか 真歌田中牧場 496＋ 82：03．81� 29．2�
714 マイネルヴンシュ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 454－ 42：04．01� 56．3�
59 クリップスプリンガ 牡3鹿 56 田中 勝春山下 良子氏 的場 均 新冠 ヤマタケ牧場 428－ 2 〃 ハナ 19．9	
48 ミニマルプラン 牝3黒鹿54 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 404－182：04．1� 95．4

35 オ ー ル デ ン 牡3鹿 56

54 △木幡 巧也金山 敏也氏 小西 一男 浦河 金成吉田牧場 452± 0 〃 クビ 19．8�
713 ワンナイトインパリ 牡3鹿 56 石橋 脩青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B490－ 22：04．31� 16．8�
24 スペリオルシチー 牡3鹿 56

55 ☆石川裕紀人 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 450＋ 4 〃 ハナ 9．4

612 ロイヤルアイザック 牡3栗 56 蛯名 正義保坂 義貞氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 464－ 2 〃 アタマ 19．4�
36 トモジャバルジャン 牡3栗 56 柴田 善臣吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 矢野牧場 514－ 42：04．4クビ 175．6�
47 ヒノアカツキ 牡3栗 56 田辺 裕信 �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 518＋ 62：04．5� 12．0�
816 アルミランテ 牡3黒鹿56 吉田 豊金山 敏也氏 尾関 知人 むかわ 上水牧場 466± 02：04．81� 32．6�
12 マイネルゲドゥルト 牡3鹿 56 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 浦河 �川 啓一 482－ 42：05．01 124．1�
611 ヤンチャボウズ 牡3栗 56 武士沢友治北所 直人氏 小笠 倫弘 新ひだか 見上牧場 450＋ 62：06．9大差 92．2�
23 スイートルージュ 牝3鹿 54

52 △原田 和真新井原 博氏 松山 将樹 青森 野々宮牧場 444－ 82：08．7大差 474．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，396，600円 複勝： 108，338，200円 枠連： 21，481，100円
馬連： 79，795，000円 馬単： 50，918，000円 ワイド： 52，598，400円
3連複： 105，364，700円 3連単： 168，604，100円 計： 626，496，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，060円 複 勝 � 340円 � 110円 � 590円 枠 連（1－8） 740円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 5，250円

ワ イ ド �� 580円 �� 3，690円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 8，880円 3 連 単 ��� 78，760円

票 数

単勝票数 計 393966 的中 � 15259（8番人気）
複勝票数 計1083382 的中 � 30561（7番人気）� 732723（1番人気）� 15792（10番人気）
枠連票数 計 214811 的中 （1－8） 22269（2番人気）
馬連票数 計 797950 的中 �� 51370（6番人気）
馬単票数 計 509180 的中 �� 7271（17番人気）
ワイド票数 計 525984 的中 �� 24829（5番人気）�� 3475（39番人気）�� 11007（11番人気）
3連複票数 計1053647 的中 ��� 8897（31番人気）
3連単票数 計1686041 的中 ��� 1552（195番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―13．6―12．6―12．7―12．0―11．9―12．0―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．4―38．0―50．6―1：03．3―1：15．3―1：27．2―1：39．2―1：51．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルパンドーロ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2016．7．10 函館3着

2014．4．15生 牡3黒鹿 母 ゴールドフォイル 母母 ディマイング 6戦1勝 賞金 11，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スイートルージュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年2月5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。
（非当選馬） 2頭 コスモエアターン号・ディアラビーニア号
（非抽選馬） 2頭 アポロフレンズ号・マイネルフォーマル号

00006 1月5日 晴 良 （29中山1）第1日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時45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
1：48．5
1：47．8

重
重

35 � リゾネーター 牡3鹿 56
54 △木幡 巧也 �シルクレーシング 牧 光二 米 Hubert

Vester B532＋181：56．0 10．6�
59 キャプテンキング 牡3鹿 56

54 △木幡 初也平本 敏夫氏 加藤 和宏 新ひだか 静内フジカワ牧場 484± 01：57．17 15．5�
48 ビービーガウディ 牡3栗 56 内田 博幸�坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 468＋101：57．2クビ 11．2�
611 ローズプリンスダム 牡3青鹿56 黛 弘人岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 登別 ユートピア牧場 462－ 2 〃 ハナ 8．6�
510 スターストラック 牡3黒鹿 56

53 ▲菊沢 一樹 �サンデーレーシング 栗田 博憲 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 518＋221：57．41� 46．2�

816 スマートエレメンツ 牡3鹿 56 戸崎 圭太大川 徹氏 鹿戸 雄一 新冠
スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 494－ 41：57．5	 7．3	

36 アポロユッキー 牝3鹿 54 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新冠 渋谷 一郎 496＋ 41：57．6クビ 45．6

612 パレスハングリー 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎西村 豊氏 大江原 哲 新ひだか カタオカフアーム 462－ 81：57．7
 35．7�
24 ダイワドノヴァン 牡3黒鹿56 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 534± 01：57．8
 2．9�
23 ノーブルサターン 牡3黒鹿56 �島 良太吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新冠 ハシモトフアーム 502－ 21：58．22	 13．6
815 カーネリアン 牝3鹿 54 大野 拓弥林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：58．83	 18．9�
12 キャリアベスト 牡3栗 56 津村 明秀�明栄商事 小西 一男 新ひだか 増本牧場 492± 01：59．12 16．9�
714� マッシュクール 牡3黒鹿56 嶋田 純次島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 494＋121：59．42 359．0�
47 ピアノイッチョウ 牝3黒鹿54 吉田 隼人小林 祥晃氏 尾形 充弘 浦河 中神牧場 526＋ 81：59．5クビ 120．6�
713 アンノートル 牡3鹿 56 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 日高 山際 辰夫 478＋12 〃 同着 7．7�
11 � ライズスクリュー 牝3栗 54 横山 和生島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 454＋122：00．03 85．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，777，700円 複勝： 47，068，800円 枠連： 22，713，800円
馬連： 78，652，600円 馬単： 37，584，900円 ワイド： 44，856，600円
3連複： 99，735，600円 3連単： 121，354，900円 計： 483，744，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 410円 � 310円 � 310円 枠 連（3－5） 4，280円

馬 連 �� 6，710円 馬 単 �� 12，310円

ワ イ ド �� 1，990円 �� 1，710円 �� 2，090円

3 連 複 ��� 19，970円 3 連 単 ��� 112，650円

票 数

単勝票数 計 317777 的中 � 23846（5番人気）
複勝票数 計 470688 的中 � 28584（8番人気）� 41296（5番人気）� 40331（6番人気）
枠連票数 計 227138 的中 （3－5） 4107（20番人気）
馬連票数 計 786526 的中 �� 9073（28番人気）
馬単票数 計 375849 的中 �� 2289（57番人気）
ワイド票数 計 448566 的中 �� 5790（28番人気）�� 6803（23番人気）�� 5507（29番人気）
3連複票数 計 997356 的中 ��� 3744（74番人気）
3連単票数 計1213549 的中 ��� 781（408番人気）

ハロンタイム 12．7―12．3―13．5―13．6―13．1―12．0―12．5―12．9―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―25．0―38．5―52．1―1：05．2―1：17．2―1：29．7―1：42．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�リゾネーター �
�
父 Blame �

�
母父 Tabasco Cat デビュー 2016．8．14 新潟4着

2014．4．23生 牡3鹿 母 Bluegrass Sara 母母 Saratoga Babe 3戦2勝 賞金 13，300，000円
〔制裁〕 キャプテンキング号の騎手木幡初也は，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：3番・14番）
※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 キリシマキャプテン号・サノサマー号・サンマルライバル号・サーストンウィナー号・トミケンカリム号



00007 1月5日 晴 良 （29中山1）第1日 第7競走 ��
��2，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時15分 （芝・右・外）
500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．9

良
良

59 マイネルフレスコ 牡6栗 57 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 476＋ 22：15．3 10．2�

713� イ チ ダ イ 牡4鹿 56 内田 博幸合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 538＋10 〃 クビ 2．9�
48 ウインブルーローズ 牡5鹿 57 大野 拓弥�ウイン 高橋 祥泰 浦河 鎌田 正嗣 484＋ 2 〃 ハナ 85．8�
24 レ ジ ェ 牝4黒鹿54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 428＋ 62：15．51	 2．5�
714 アイノカケハシ 牝5鹿 55 横山 和生國分 純氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 434＋16 〃 ハナ 30．0	
35 アートフェスタ 牡6黒鹿57 柴田 善臣森山 進氏 本間 忍 浦河 丸幸小林牧場 516＋162：15．6クビ 40．4

611� キーフォーサクセス 牡5黒鹿57 吉田 隼人 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム B454＋ 8 〃 ハナ 16．3�
510� メルドオール 牡5鹿 57 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高橋 祥泰 日高 浦新 徳司 450－ 22：15．7
 82．2�
816 マイネルシュバリエ 牡5鹿 57 丹内 祐次 �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 502＋ 22：15．8クビ 12．3
23 キュリオスティー 牝6鹿 55

53 △木幡 巧也 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452＋ 4 〃 クビ 29．9�

11 ア ク ー ト 牡4鹿 56 柴山 雄一 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 426－ 42：15．9クビ 8．5�
36 バレエダンサー 牝4鹿 54

53 ☆石川裕紀人前迫 義幸氏 尾関 知人 新冠 的場牧場 458＋ 8 〃 クビ 37．9�
612 ウインシンフォニア 牡4鹿 56 松岡 正海�ウイン 中野 栄治 新ひだか 片山牧場 482＋ 22：16．11 76．2�
47 サンアンダーソン 牡4栗 56

54 △原田 和真 �加藤ステーブル 中野 栄治 様似 様似共栄牧場 B552＋102：16．2� 186．9�
12 ウインブルースカイ 牡4栗 56

53 ▲野中悠太郎�ウイン 清水 英克 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 464－ 42：16．51
 287．1�

815 クラウンジーニアス 牡5栗 57 木幡 初広�クラウン 牧 光二 新冠 松浦牧場 B512＋142：17．88 122．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，940，300円 複勝： 42，457，700円 枠連： 20，692，100円
馬連： 78，228，100円 馬単： 37，138，000円 ワイド： 43，794，200円
3連複： 97，742，000円 3連単： 134，515，100円 計： 486，507，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 250円 � 140円 � 1，000円 枠 連（5－7） 1，020円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 3，380円

ワ イ ド �� 520円 �� 6，450円 �� 2，640円

3 連 複 ��� 24，890円 3 連 単 ��� 146，430円

票 数

単勝票数 計 319403 的中 � 25031（4番人気）
複勝票数 計 424577 的中 � 40755（3番人気）� 114981（1番人気）� 7525（11番人気）
枠連票数 計 206921 的中 （5－7） 15614（3番人気）
馬連票数 計 782281 的中 �� 45935（2番人気）
馬単票数 計 371380 的中 �� 8235（13番人気）
ワイド票数 計 437942 的中 �� 23441（2番人気）�� 1655（49番人気）�� 4114（24番人気）
3連複票数 計 977420 的中 ��� 2945（62番人気）
3連単票数 計1345151 的中 ��� 666（368番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―12．7―12．8―12．4―12．1―12．4―12．0―11．9―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―24．5―37．2―50．0―1：02．4―1：14．5―1：26．9―1：38．9―1：50．8―2：02．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルフレスコ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2013．11．10 京都6着

2011．5．13生 牡6栗 母 カートゥーン 母母 カリカチユーラ 35戦3勝 賞金 40，865，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔その他〕 クラウンジーニアス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 クラウンジーニアス号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年2月5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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 コスモプロテア号

00008 1月5日 晴 良 （29中山1）第1日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時45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
1：48．5
1：47．8

重
重

48 スウィフトレイド 牡4栗 56 川田 将雅 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 506＋141：55．5 3．4�
12 エ ネ ス ク 牡4鹿 56 勝浦 正樹桐谷 茂氏 和田 雄二 新冠 須崎牧場 508＋ 41：55．6� 8．2�
612 ビークイック 牡4栗 56

54 △木幡 巧也 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 460－141：56．02� 23．3�
510 デジタルフラッシュ 牡6栗 57

56 ☆石川裕紀人 �シルクレーシング 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 486＋201：56．21	 75．2�
816 ケイツートール 牡4青鹿56 黛 弘人楠本 勝美氏 蛯名 利弘 新冠 飛渡牧場 504＋ 41：56．3� 237．2�
11 ハイヴォルテージ 牡5栗 57

55 △木幡 初也 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 456± 01：56．61
 209．6


47 エバーキュート 牝5栗 55 大野 拓弥宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 450－ 2 〃 クビ 3．4�
815 ソルプレーサ 牡5黒鹿57 内田 博幸西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 536＋ 81：56．7クビ 7．4�
59 ワイルドコットン 牡6栗 57 柴山 雄一池谷 誠一氏 池上 昌和 日高 下河辺牧場 B500± 0 〃 クビ 68．9
714 ブレスアロット 牡4栗 56 戸崎 圭太吉田 照哉氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 458＋ 21：56．8
 9．3�
713 ピントゥリッキオ 牝4鹿 54 石橋 脩大塚 亮一氏 池上 昌和 浦河 有限会社

松田牧場 466＋10 〃 ハナ 100．9�
35 リ ア リ ス ト 牡4鹿 56 吉田 隼人吉澤 克己氏 相沢 郁 安平 ノーザンファーム 482－ 21：56．9クビ 47．0�
23 イダクァイマ 牡5栗 57 北村 宏司張 一達氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B522＋ 81：57．11 62．7�
24 モルゲンロート 牡4鹿 56 丸田 恭介武田 茂男氏 竹内 正洋 浦河 まるとみ冨岡牧場 474＋ 2 〃 クビ 32．1�
611 ヴ ィ ス ビ ー 牝6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 484＋ 81：58．59 142．5�
36 モンスターキング 牡4鹿 56 蛯名 正義林 正道氏 武井 亮 新冠 柏木 一則 496＋261：59．03 6．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，896，700円 複勝： 50，785，300円 枠連： 27，201，300円
馬連： 96，555，300円 馬単： 42，533，500円 ワイド： 49，784，000円
3連複： 112，524，200円 3連単： 147，464，300円 計： 564，744，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 210円 � 500円 枠 連（1－4） 650円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，210円

ワ イ ド �� 540円 �� 1，870円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 8，430円 3 連 単 ��� 30，280円

票 数

単勝票数 計 378967 的中 � 88355（1番人気）
複勝票数 計 507853 的中 � 101161（2番人気）� 63067（3番人気）� 20381（8番人気）
枠連票数 計 272013 的中 （1－4） 32011（2番人気）
馬連票数 計 965553 的中 �� 54746（4番人気）
馬単票数 計 425335 的中 �� 14408（6番人気）
ワイド票数 計 497840 的中 �� 25362（4番人気）�� 6582（20番人気）�� 7327（18番人気）
3連複票数 計1125242 的中 ��� 10002（24番人気）
3連単票数 計1474643 的中 ��� 3530（96番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―12．9―13．2―12．6―12．6―13．0―13．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．9―37．8―51．0―1：03．6―1：16．2―1：29．2―1：42．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．3
1
3

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

勝馬の
紹 介

スウィフトレイド �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2015．10．17 東京4着

2013．3．12生 牡4栗 母 スウィフトテンパー 母母 Glasgow’s Gold 6戦3勝 賞金 24，100，000円
〔その他〕 ソルプレーサ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ソルプレーサ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年2月5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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ブルーボサノヴァ号



00009 1月5日 晴 良 （29中山1）第1日 第9競走 ��
��1，600�ジュニアカップ

発走14時20分 （芝・右・外）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金1，200万円毎1�
増

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

12 ナイトバナレット 牡3芦 56 中谷 雄太 �シルクレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474＋ 21：34．7 6．2�

612 ディバインコード 牡3鹿 56 柴田 善臣 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 4 〃 クビ 3．2�

59 タイムトリップ 牡3黒鹿57 戸崎 圭太中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 鵜木 唯義 482＋10 〃 ハナ 10．4�
47 サレンティーナ 牡3栗 56 柴山 雄一 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 81：34．8� 8．1�
816 アドマイヤシナイ 牡3鹿 56 田辺 裕信近藤 利一氏 上原 博之 洞	湖 レイクヴィラファーム 466± 01：34．9
 20．7	
510� バ リ ン グ ラ 牡3鹿 56 川田 将雅 �キャロットファーム 堀 宣行 愛 Barron-

stown Stud 524± 01：35．0クビ 3．8

815 セイウングロリアス 牡3鹿 56 大野 拓弥西山 茂行氏 武市 康男 新ひだか 山野牧場 486＋ 8 〃 クビ 78．9�
11 グ リ ト ニ ル 牡3鹿 56 内田 博幸杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 422－ 2 〃 ハナ 26．4�
35 ド ウ デ ィ 牡3鹿 56 蛯名 正義 e馬主組合 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 490＋ 61：35．21� 12．9
48 リンクスゼロ 牡3黒鹿57 吉田 豊目谷 一幸氏 森 秀行 新冠 イワミ牧場 462－ 2 〃 アタマ 57．3�
36 ブライトンロック 牡3黒鹿56 吉田 隼人坂巻 勝彦氏 田中 清隆 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444－ 41：35．4
 70．4�
611� マイネルアムニス 牡3芦 56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 米 Dr. Christoph
Berglar 490－ 41：35．61� 13．4�

24 インフルエンサー 牡3鹿 56 丸田 恭介中西 功氏 谷原 義明 浦河 中村 雅明 438± 01：35．7クビ 186．2�
23 ラッシュアウト 牡3黒鹿56 黛 弘人岡田 牧雄氏 栗田 徹 新冠 ラツキー牧場 438＋ 41：35．8
 140．2�
714 マイネルベレーロ 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 476－ 81：35．9� 244．5�
713 フ ィ ス キ オ 牡3栗 56 石橋 脩�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 平山牧場 470＋101：36．53� 169．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，671，300円 複勝： 68，681，900円 枠連： 35，051，100円
馬連： 141，975，700円 馬単： 63，415，700円 ワイド： 67，510，200円
3連複： 169，244，700円 3連単： 249，279，600円 計： 844，830，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 200円 � 150円 � 280円 枠 連（1－6） 650円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 2，450円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，100円 �� 630円

3 連 複 ��� 3，290円 3 連 単 ��� 18，290円

票 数

単勝票数 計 496713 的中 � 63782（3番人気）
複勝票数 計 686819 的中 � 86246（3番人気）� 147706（1番人気）� 52291（5番人気）
枠連票数 計 350511 的中 （1－6） 41438（2番人気）
馬連票数 計1419757 的中 �� 104458（2番人気）
馬単票数 計 634157 的中 �� 19409（5番人気）
ワイド票数 計 675102 的中 �� 40306（2番人気）�� 14967（15番人気）�� 27260（6番人気）
3連複票数 計1692447 的中 ��� 38482（7番人気）
3連単票数 計2492796 的中 ��� 9879（45番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．1―11．7―12．3―12．4―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．1―34．2―45．9―58．2―1：10．6―1：22．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．8―3F36．5

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

勝馬の
紹 介

ナイトバナレット �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Favorite Trick デビュー 2016．9．25 阪神4着

2014．5．11生 牡3芦 母 ナイキフェイバー 母母 Sixy Chic 5戦2勝 賞金 29，332，000円
〔発走状況〕 アドマイヤシナイ号は，枠入り不良。
〔制裁〕 ナイトバナレット号の騎手中谷雄太は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）

00010 1月5日 晴 良 （29中山1）第1日 第10競走 ��
��1，800�

しょうふく

招福ステークス
発走14時55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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

44 コスモカナディアン 牡4鹿 56 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 日高 アイズスタッド株式会社 478－ 21：53．7 3．7�
68 ウインフェニックス 牡6鹿 57 内田 博幸�ウイン 奥平 雅士 平取 船越 伸也 476＋101：54．01� 10．7�
45 クラウンシャイン 牡5栗 57 石川裕紀人�クラウン 蛯名 利弘 浦河 富塚ファーム 484± 01：54．1	 7．2�
710 ベルウッドケルン 牡5栗 57 柴田 善臣鈴木 照雄氏 本間 忍 伊達 高橋農場 478＋ 21：54．52	 18．7�
56 コアレスキング 牡7鹿 57 吉田 豊小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 コアレススタッド 546＋ 4 〃 ハナ 12．3	
33 クラシックメタル 
6鹿 57 柴山 雄一吉田 勝己氏 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 502＋ 2 〃 ハナ 8．2

22 スマートボムシェル 牡5栗 57 蛯名 正義大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 512± 01：54．81� 36．6�
11 アサクサスターズ 牡6栗 57 大野 拓弥田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 494－ 4 〃 アタマ 16．3�
711 スリータイタン 
8黒鹿57 川田 将雅永井商事� 村山 明 新ひだか グランド牧場 464＋121：54．9	 7．5
813 ク ロ ス ボ ウ 牡7黒鹿57 吉田 隼人 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム 528± 01：55．22 23．8�
57 サクラエンパイア 牡4鹿 56 戸崎 圭太�さくらコマース堀 宣行 新ひだか 谷岡牧場 B470＋ 41：55．62	 5．0�
69 シ ュ ミ ッ ト 牡7芦 57 田辺 裕信杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 畠山牧場 498＋ 21：55．7クビ 36．9�
812 アカノジュウハチ 牡6芦 57 田中 勝春�岩切企画 尾関 知人 平取 坂東牧場 512＋ 61：56．87 67．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 38，188，700円 複勝： 61，294，500円 枠連： 36，985，300円
馬連： 150，613，100円 馬単： 63，681，900円 ワイド： 67，317，800円
3連複： 182，413，000円 3連単： 254，864，100円 計： 855，358，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 370円 � 240円 枠 連（4－6） 1，490円

馬 連 �� 2，390円 馬 単 �� 4，230円

ワ イ ド �� 910円 �� 510円 �� 2，130円

3 連 複 ��� 6，140円 3 連 単 ��� 31，120円

票 数

単勝票数 計 381887 的中 � 80402（1番人気）
複勝票数 計 612945 的中 � 130541（1番人気）� 34889（7番人気）� 63231（5番人気）
枠連票数 計 369853 的中 （4－6） 19185（6番人気）
馬連票数 計1506131 的中 �� 48806（8番人気）
馬単票数 計 636819 的中 �� 11290（13番人気）
ワイド票数 計 673178 的中 �� 18836（7番人気）�� 36377（4番人気）�� 7652（33番人気）
3連複票数 計1824130 的中 ��� 22271（20番人気）
3連単票数 計2548641 的中 ��� 5937（86番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―37．4―50．1―1：02．3―1：14．4―1：27．3―1：40．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コスモカナディアン �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 With Approval デビュー 2015．7．12 福島11着

2013．5．3生 牡4鹿 母 カナディアンアプルーバル 母母 A Taste for Lace 17戦4勝 賞金 68，433，000円

２レース目



00011 1月5日 晴 良 （29中山1）第1日 第11競走 ��
��2，000�第66回日刊スポーツ賞中山金杯（ＧⅢ）

発走15時30分 （芝・右）
4歳以上，28．1．5以降28．12．25まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

日刊スポーツ新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 469，000円 134，000円 67，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

33 ツクバアズマオー 牡6鹿 56．5 吉田 豊荻原 昭二氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 480± 02：00．6 2．8�
22 クラリティスカイ 牡5鹿 57．5 田辺 裕信杉山 忠国氏 斎藤 誠 新冠 パカパカ

ファーム 502－ 22：00．7� 10．9�
11 シャイニープリンス 牡7青鹿56．5 江田 照男小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 コアレススタッド 496± 02：01．12� 8．1�
812	 シャドウパーティー 
8鹿 54 内田 博幸飯塚 知一氏 堀 宣行 愛 Lodge

Park Stud 504－ 2 〃 ハナ 35．7�
69 カ ム フ ィ ー 牡8黒鹿54 蛯名 正義清水 二朗氏 池上 昌和 池田 新田牧場 466＋ 22：01．2クビ 74．8�
711 トミケンスラーヴァ 牡7鹿 51 長岡 禎仁冨樫 賢二氏 竹内 正洋 大樹 大樹ファーム 512＋ 4 〃 クビ 126．1�
56 ダノンメジャー 牡5栗 55 小牧 太	ダノックス 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 488－ 22：01．3� 9．8

45 ロンギングダンサー 牡8黒鹿54 大野 拓弥坂本 浩一氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム B496± 02：01．4� 35．3�
710	 ストロングタイタン 牡4鹿 54 川田 将雅 �シルクレーシング 池江 泰寿 米 Northern

Racing 524± 0 〃 アタマ 3．2
57 ドレッドノータス 牡4栗 55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 468＋ 82：01．5クビ 7．6�
44 ライズトゥフェイム 牡7鹿 55 石橋 脩 �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 488－ 4 〃 ハナ 50．2�
68 マイネルフロスト 牡6芦 57 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 484－ 62：01．92� 22．0�
813 マイネグレヴィル 牝6鹿 52 丹内 祐次 	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＋ 22：02．53� 141．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 157，850，200円 複勝： 175，235，500円 枠連： 151，840，300円
馬連： 890，466，600円 馬単： 326，491，600円 ワイド： 268，380，300円
3連複： 1，176，468，800円 3連単： 2，023，129，900円 計： 5，169，863，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 260円 � 220円 枠 連（2－3） 1，930円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 2，690円

ワ イ ド �� 550円 �� 370円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 2，360円 3 連 単 ��� 10，430円

票 数

単勝票数 計1578502 的中 � 436247（1番人気）
複勝票数 計1752355 的中 � 510708（1番人気）� 132435（5番人気）� 176369（3番人気）
枠連票数 計1518403 的中 （2－3） 60755（7番人気）
馬連票数 計8904666 的中 �� 413444（7番人気）
馬単票数 計3264916 的中 �� 90748（10番人気）
ワイド票数 計2683803 的中 �� 123256（5番人気）�� 202469（2番人気）�� 61865（12番人気）
3連複票数 計11764688 的中 ��� 373874（5番人気）
3連単票数 計20231299 的中 ��� 140578（24番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―12．7―11．8―12．5―12．0―11．5―12．0―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．4―36．1―47．9―1：00．4―1：12．4―1：23．9―1：35．9―1：48．2

コーナー
通過順位

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

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

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6鹿 母 ニューグランジ 母母 シアトルデライター 27戦7勝 賞金 185，448，000円
※ドレッドノータス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

00012 1月5日 晴 良 （29中山1）第1日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走16時05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

510 メイショウメイゲツ 牝5鹿 55 田辺 裕信松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 466－ 21：34．0 7．7�
713 ルグランパントル �5鹿 57 柴田 善臣 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 480± 0 〃 クビ 6．2�
11 ヒーズインラブ 牡4鹿 56 蛯名 正義 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 514－121：34．21	 6．2�
815 ショコラーチ 牝4鹿 54

53 ☆石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 464＋ 21：34．3クビ 16．8�
36 ヴェアリアスサマー 牡6栗 57

55 △原田 和真小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 村中牧場 522－ 81：34．51 85．8	
35 ユメノマイホーム 牝5栗 55 吉田 隼人�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 456＋ 4 〃 ハナ 7．0

48 エクラミレネール 牝4芦 54 北村 宏司岡田 牧雄氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 448＋ 2 〃 同着 12．0�
12 パワースラッガー 牡6鹿 57 内田 博幸丸岡 啓一氏 菊川 正達 安平 吉田牧場 484± 0 〃 クビ 8．2�
59 タケデンタイガー 牡5栗 57 松岡 正海武市 弘氏 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 488－ 21：34．71 84．4
24 クラウンディバイダ 牡4黒鹿56 石橋 脩�クラウン 斎藤 誠 浦河 日の出牧場 468＋ 2 〃 クビ 26．2�
714 カービングパス 牝5鹿 55 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 476－ 21：34．8クビ 34．8�
612 エスユーハリケーン �7鹿 57 津村 明秀楳津 繁氏 高橋 祥泰 新ひだか 上村 清志 482－121：35．01 63．5�
816 トロピカルガーデン 牝5鹿 55

52 ▲野中悠太郎田頭 勇貴氏 武藤 善則 新ひだか 金 宏二 486＋ 2 〃 アタマ 177．9�
23 ガ チ バ ト ル 牡7栗 57 田中 勝春吉田喜代司氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 462＋ 81：35．1	 55．3�
47 ペイシャオブロー 牡5鹿 57 江田 照男北所 直人氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム 508－ 21：35．42 125．9�
611
 アースコレクション 牡4鹿 56 戸崎 圭太 �グリーンファーム尾関 知人 米

Nancy L. Terhune, Ern-
est Frohboese & The Un-
bridled’s Song Syndicate

528＋ 21：35．61� 3．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 60，493，900円 複勝： 92，302，600円 枠連： 50，606，900円
馬連： 199，590，200円 馬単： 74，553，700円 ワイド： 96，404，200円
3連複： 245，813，700円 3連単： 348，486，900円 計： 1，168，252，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 230円 � 180円 � 250円 枠 連（5－7） 1，300円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 3，720円

ワ イ ド �� 550円 �� 930円 �� 960円

3 連 複 ��� 4，670円 3 連 単 ��� 24，760円

票 数

単勝票数 計 604939 的中 � 62580（5番人気）
複勝票数 計 923026 的中 � 101711（4番人気）� 146236（1番人気）� 87569（6番人気）
枠連票数 計 506069 的中 （5－7） 30052（5番人気）
馬連票数 計1995902 的中 �� 87101（4番人気）
馬単票数 計 745537 的中 �� 15004（9番人気）
ワイド票数 計 964042 的中 �� 46842（2番人気）�� 26208（14番人気）�� 25097（15番人気）
3連複票数 計2458137 的中 ��� 39398（12番人気）
3連単票数 計3484869 的中 ��� 10202（59番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―34．9―45．9―57．3―1：09．2―1：21．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．1―3F36．7

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

勝馬の
紹 介

メイショウメイゲツ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Johan Cruyff デビュー 2014．8．2 新潟1着

2012．3．19生 牝5鹿 母 スクービドゥー 母母 Simply Red 21戦4勝 賞金 69，609，000円
〔制裁〕 ルグランパントル号の騎手柴田善臣は，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：15番・5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 サーストンアクセス号

４レース目



（29中山1）第1日 1月5日（木曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 185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
厩務員出走奨励金

270，290，000円
16，330，000円
1，650，000円
31，970，000円
74，851，000円
5，031，000円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
549，500，700円
820，870，700円
439，404，300円
1，964，630，200円
823，282，200円
830，936，500円
2，517，338，400円
3，871，732，000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 11，817，695，000円

総入場人員 34，714名 （有料入場人員 32，104名）
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