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00025 1月8日 曇 良 （29中山1）第3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

611 ネ コ ビ ッ チ 牡3鹿 56 田辺 裕信桐谷 茂氏 古賀 史生 新冠 高瀬牧場 476± 01：13．1 3．7�
713 スズカゴーディー 牡3黒鹿56 内田 博幸永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 482± 0 〃 クビ 2．5�
35 アントレーン 牝3栗 54 柴山 雄一鹽田 久義氏 浅野洋一郎 新冠 佐藤 静子 428－ 41：13．84 7．4�
816 リネンスカッシュ 牝3栗 54 大野 拓弥戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 沖田 博志 480－ 4 〃 ハナ 27．2�
24 フォルテメンテ 牡3鹿 56 蛯名 正義伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 桑嶋 峰雄 496＋141：14．22� 12．1�
815 ミッキースプリング 牡3鹿 56 横山 典弘野田みづき氏 萩原 清 浦河 三嶋牧場 498＋121：14．3クビ 7．0�
36 ペイシャモンタナ 牝3黒鹿54 江田 照男北所 直人氏 本間 忍 様似 髙村 伸一 416－ 61：14．51� 49．6	
714 レ イ バ ッ ク 牡3鹿 56 松岡 正海
Basic 池上 昌和 平取 赤石牧場 B452＋ 21：14．6	 81．7�
47 ガクルックス 牝3栗 54 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 414－ 21：14．91	 74．2
59 ヨ ッ テ ケ 牡3栗 56 吉田 豊高橋 文男氏 中舘 英二 新ひだか グランド牧場 478＋ 8 〃 ハナ 17．0�
11 ラブパレード 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹田頭 勇貴氏 菊沢 隆徳 新ひだか 酒井 秀紀 462＋ 41：15．64 25．9�
12 ツ ク バ ネ 牡3黒鹿56 杉原 誠人江川 伸夫氏 石栗 龍彦 日高 賀張三浦牧場 448＋221：16．23� 213．3�
612 ネイチャーセブン 牝3青鹿 54

51 ▲藤田菜七子井上 修一氏 根本 康広 青森 石田 英機 418－241：16．3	 101．8�
23 トミケンアディム 牝3黒鹿 54

53 ☆石川裕紀人冨樫 賢二氏 田島 俊明 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 464－ 61：16．4� 39．4�
510 マイネルペイズリー 牡3鹿 56 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 粕谷 昌央 新冠 赤石 久夫 428＋ 21：16．72 336．6�
48 ペイシャエロイース 牝3栗 54 丸田 恭介北所 直人氏 松永 康利 日高 北田 剛 460＋ 41：20．8大差 122．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，624，500円 複勝： 43，697，800円 枠連： 18，340，000円
馬連： 73，780，900円 馬単： 35，556，400円 ワイド： 43，624，400円
3連複： 107，672，200円 3連単： 136，616，800円 計： 484，913，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 110円 � 110円 � 150円 枠 連（6－7） 360円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 180円 �� 340円 �� 300円

3 連 複 ��� 710円 3 連 単 ��� 3，170円

票 数

単勝票数 計 256245 的中 � 54610（2番人気）
複勝票数 計 436978 的中 � 102638（2番人気）� 135405（1番人気）� 51496（3番人気）
枠連票数 計 183400 的中 （6－7） 38670（1番人気）
馬連票数 計 737809 的中 �� 147397（1番人気）
馬単票数 計 355564 的中 �� 29911（2番人気）
ワイド票数 計 436244 的中 �� 71654（1番人気）�� 29191（3番人気）�� 34569（2番人気）
3連複票数 計1076722 的中 ��� 113117（1番人気）
3連単票数 計1366168 的中 ��� 31177（2番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．8―12．7―13．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．8―47．5―1：00．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ネ コ ビ ッ チ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2016．8．6 新潟14着

2014．5．8生 牡3鹿 母 ビ バ エ ル フ 母母 エ ル フ ィ ン 8戦1勝 賞金 10，250，000円
〔その他〕 ペイシャエロイース号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔鼻出血による出走制限〕 ペイシャエロイース号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年2月8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10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 アースミステリー号・カシノレビン号・キチロクエンパイア号・サノノショウグン号・ニシノマッハ号・

ネコフッピー号・マッタナシ号・レオフェアリー号
（非抽選馬） 2頭 ジョワモンテ号・ファンラヴィング号

00026 1月8日 曇 良 （29中山1）第3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）

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
1：48．5
1：47．8

重
重

35 オノリシャス 牝3鹿 54 戸崎 圭太金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 454－ 21：57．8 8．9�

23 プリエンプト 牝3栗 54 田辺 裕信 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 476－181：58．22� 9．5�
47 マースチェル 牝3栗 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム 424± 01：58．3� 54．0�
24 トーホウウノ 牝3鹿 54 柴田 善臣東豊物産� 田中 清隆 浦河 辻 牧場 476－ 21：58．4� 32．4�
713 ハンドレッドアーツ 牝3栗 54 石橋 脩岡田 牧雄氏 池上 昌弘 新ひだか 静内坂本牧場 468＋ 41：58．93 16．0	
59 ルーナデラセーラー 牝3黒鹿54 大野 拓弥加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 478± 01：59．32� 15．9

612 ニシノオマージュ 牝3鹿 54 丸山 元気西山 茂行氏 根本 康広 新冠 村上 欽哉 452＋ 21：59．72� 36．2�
36 マ ヴ ィ ア 牝3鹿 54 柴山 雄一吉川 朋宏氏 清水 英克 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 496± 01：59．8� 4．9�
816 ピ リ ナ 牝3鹿 54 勝浦 正樹 �フジワラ・ファーム 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 442＋ 42：00．01� 11．5
510 ジュブリーユ 牝3芦 54

52 △木幡 巧也岡田 牧雄氏 牧 光二 浦河 宮内牧場 490＋ 4 〃 ハナ 2．0�
11 エスポワールママン 牝3栗 54 江田 照男吉見 典子氏 高木 登 新ひだか 千代田牧場 452－ 42：00．1クビ 42．1�
714 パティキュラー 牝3黒鹿54 小島 太一�ノースヒルズ 小島 太 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452－ 8 〃 アタマ 239．4�
611 ジェニエニドッツ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 岡田スタツド 472± 02：00．31� 284．9�
48 ラ バ ブ ル 牝3鹿 54 宮崎 北斗小林竜太郎氏 中川 公成 浦河 上山牧場 464± 02：00．4クビ 426．8�
12 プ レ ベ ー ル 牝3栗 54 横山 和生島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 468－ 62：00．61� 66．6�
815 キミノタイヨウ 牝3黒鹿54 蛯名 正義平田友里恵氏 上原 博之 日高 ヤナガワ牧場 420－122：00．92 91．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，455，100円 複勝： 57，473，300円 枠連： 21，210，800円
馬連： 76，852，200円 馬単： 41，551，000円 ワイド： 46，660，400円
3連複： 101，207，700円 3連単： 137，212，200円 計： 511，622，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 390円 � 440円 � 1，260円 枠 連（2－3） 990円

馬 連 �� 4，820円 馬 単 �� 8，510円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 6，570円 �� 7，510円

3 連 複 ��� 73，550円 3 連 単 ��� 347，820円

票 数

単勝票数 計 294551 的中 � 26361（3番人気）
複勝票数 計 574733 的中 � 41276（3番人気）� 35391（5番人気）� 10958（10番人気）
枠連票数 計 212108 的中 （2－3） 16501（4番人気）
馬連票数 計 768522 的中 �� 12346（14番人気）
馬単票数 計 415510 的中 �� 3658（26番人気）
ワイド票数 計 466604 的中 �� 8352（13番人気）�� 1809（48番人気）�� 1580（53番人気）
3連複票数 計1012077 的中 ��� 1032（133番人気）
3連単票数 計1372122 的中 ��� 286（647番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．8―13．2―13．1―13．1―13．1―13．7―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―37．5―50．7―1：03．8―1：16．9―1：30．0―1：43．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F54．0―3F40．9
1
3

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

勝馬の
紹 介

オノリシャス �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 ウイニングチケット デビュー 2016．12．17 中山4着

2014．4．8生 牝3鹿 母 オイスターチケット 母母 ナムラピアリス 2戦1勝 賞金 6，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 アポロセシル号・ウインミストレス号・クリノアンヌ号・ナムラアヴィ号・ヤクマンブルース号

第１回 中山競馬 第３日



00027 1月8日 曇 良 （29中山1）第3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）

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

611 コトブキファルコン 牡3栗 56 田中 勝春尾上 松壽氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 516± 01：58．3 4．7�
59 ヒトノワドリーム 牡3鹿 56 吉田 豊西村 静子氏 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 432± 01：58．4� 25．3�
35 プロムナード 牡3黒鹿56 北村 宏司 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500－ 81：58．5� 13．7�
610 ゲンパチマサムネ 牡3鹿 56 柴山 雄一平野 武志氏 田村 康仁 新ひだか 三石橋本牧場 502± 0 〃 クビ 4．3�
34 ショットザバニティ 牡3鹿 56 内田 博幸坂本 万夫氏 武市 康男 新冠 村上 欽哉 520± 0 〃 アタマ 16．4�
713 ウ ル ラ ー レ 牡3栗 56 田辺 裕信�G1レーシング 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 41：58．71� 3．3	
47 ロ ジ キ セ キ 牡3黒鹿56 横山 典弘久米田正明氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－101：58．8� 10．5

815 ニシノリヒト 牡3鹿 56 黛 弘人西山 茂行氏 奥平 雅士 日高 日西牧場 442＋ 41：59．75 80．1�
46 ダウンザライン 牡3芦 56 蛯名 正義�Basic 尾形 充弘 新冠 ラツキー牧場 474＋141：59．91 18．7�
712 ショウナンハドル 牡3黒鹿 56

54 △木幡 巧也国本 哲秀氏 勢司 和浩 新ひだか 松本牧場 470＋ 22：00．32� 7．2
23 テレグライド 牡3栗 56 柴田 善臣 �加藤ステーブル 二ノ宮敬宇 日高 三輪牧場 452＋ 62：00．62 179．9�
22 マイネルヴィレ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 的場牧場 480± 02：01．02� 48．1�
814 コスモマツカゼ 牡3黒鹿56 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新冠 ビッグレッドファーム 488＋ 82：01．1クビ 181．6�
58 ア カ イ バ ラ 牝3栗 54 西村 太一�和田牧場 和田 正道 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 416＋ 42：05．1大差 322．3�
11 バードウィーク 牝3黒鹿 54

52 △木幡 初也�バード商事 杉浦 宏昭 新ひだか 静内山田牧場 482＋ 42：06．16 243．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 35，907，000円 複勝： 56，241，200円 枠連： 27，602，600円
馬連： 82，761，100円 馬単： 37，326，400円 ワイド： 49，254，800円
3連複： 112，210，200円 3連単： 128，699，500円 計： 530，002，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 180円 � 500円 � 310円 枠 連（5－6） 3，130円

馬 連 �� 4，160円 馬 単 �� 6，850円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 1，150円 �� 3，370円

3 連 複 ��� 20，500円 3 連 単 ��� 100，760円

票 数

単勝票数 計 359070 的中 � 60600（3番人気）
複勝票数 計 562412 的中 � 101974（2番人気）� 24556（9番人気）� 43907（6番人気）
枠連票数 計 276026 的中 （5－6） 6813（10番人気）
馬連票数 計 827611 的中 �� 15414（18番人気）
馬単票数 計 373264 的中 �� 4084（29番人気）
ワイド票数 計 492548 的中 �� 9969（16番人気）�� 11245（13番人気）�� 3661（36番人気）
3連複票数 計1122102 的中 ��� 4104（75番人気）
3連単票数 計1286995 的中 ��� 926（362番人気）

ハロンタイム 13．1―12．4―13．7―13．8―13．2―12．8―12．6―12．9―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．5―39．2―53．0―1：06．2―1：19．0―1：31．6―1：44．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コトブキファルコン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2016．10．23 東京4着

2014．4．2生 牡3栗 母 クラクエンレディー 母母 ブリリアントミスト 3戦1勝 賞金 7，400，000円
〔発走状況〕 テレグライド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 コトブキファルコン号の騎手田中勝春は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：5番・

4番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アカイバラ号・バードウィーク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年2月8日

まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 ショウブニデル号（疾病〔左前肢跛行〕のため）
※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 マッジョネラ号
（非抽選馬） 1頭 マイネルピョートル号

00028 1月8日 曇 良 （29中山1）第3日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

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

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

813 ヴ ォ ル タ 牡3芦 56 松岡 正海小阪 優友氏 奥村 武 浦河 高村牧場 460 ―1：13．9 2．3�
610 タイセイストリーク 牡3黒鹿56 大野 拓弥田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 千代田牧場 500 ―1：14．32� 28．6�
69 カシノスイープ 牝3栗 54

52 △原田 和真柏木 務氏 和田 雄二 浦河 荻伏三好フ
アーム 490 ―1：14．4� 9．6�

45 ミラクルローカス 牝3青鹿54 丸田 恭介飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 444 ― 〃 アタマ 12．8�
46 アレジャポン 牡3黒鹿 56

54 △木幡 巧也吉田 千津氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 456 ―1：14．82� 21．7�
814 タニセンジュピター 牡3鹿 56 田辺 裕信染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 448 ―1：14．9� 13．3�
58 ストロングボー 牡3鹿 56 丸山 元気 K.C．タン氏 和田 正道 日高 滝本 健二 458 ―1：15．11� 8．5	
57 キャプテンハウテン 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 486 ―1：15．41� 27．3

22 パーフェクトプラン 牡3黒鹿56 北村 宏司 �フジワラ・ファーム 池上 昌和 新ひだか フジワラフアーム 468 ―1：15．72 15．3�
11 ビーソニック 牡3鹿 56 藤岡 佑介馬場 祥晃氏 牧田 和弥 浦河 有限会社

松田牧場 450 ―1：15．8� 41．5
712 ジュントップゴール 牡3栗 56 戸崎 圭太河合 純二氏 森 秀行 新ひだか 岡田スタツド 480 ―1：16．97 4．6�
711 ドゥマイモンシェリ 牝3青鹿 54

52 △井上 敏樹城戸 恵子氏 尾形 充弘 新ひだか キヨタケ牧場 400 ― 〃 ハナ 197．9�
34 カリストーガ 牝3鹿 54 田中 勝春小林 由明氏 高柳 瑞樹 日高 ヤナガワ牧場 504 ―1：17．53� 67．6�
33 ジェルミナシオン 牡3黒鹿56 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾関 知人 新ひだか 岡田スタツド 474 ―1：17．6� 92．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 31，346，100円 複勝： 40，291，400円 枠連： 22，230，300円
馬連： 66，840，200円 馬単： 35，239，400円 ワイド： 40，460，000円
3連複： 82，331，700円 3連単： 110，280，500円 計： 429，019，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 590円 � 230円 枠 連（6－8） 880円

馬 連 �� 4，450円 馬 単 �� 6，100円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 560円 �� 2，770円

3 連 複 ��� 10，890円 3 連 単 ��� 46，210円

票 数

単勝票数 計 313461 的中 � 105816（1番人気）
複勝票数 計 402914 的中 � 104019（1番人気）� 12716（10番人気）� 42473（3番人気）
枠連票数 計 222303 的中 （6－8） 19439（4番人気）
馬連票数 計 668402 的中 �� 11617（17番人気）
馬単票数 計 352394 的中 �� 4327（22番人気）
ワイド票数 計 404600 的中 �� 6248（18番人気）�� 20049（3番人気）�� 3589（37番人気）
3連複票数 計 823317 的中 ��� 5670（37番人気）
3連単票数 計1102805 的中 ��� 1730（136番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―12．1―12．4―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―35．5―47．9―1：00．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴ ォ ル タ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 フォーティナイナー 初出走

2014．4．8生 牡3芦 母 エイシンパンドラ 母母 エイシンバーリン 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 タニセンジュピター号は，発進不良〔外側に逃避〕。



00029 1月8日 曇 良 （29中山1）第3日 第5競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳

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

中央レコード
2：10．1
2：09．9

良
良

815 ウインイクシード 牡3黒鹿56 松岡 正海�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 484－ 22：15．0 7．2�
47 スターライトブルー 牡3黒鹿56 戸崎 圭太青芝商事� 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494－ 22：15．1� 1．5�
59 サンデームーティエ 牡3栗 56 勝浦 正樹戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 444＋ 42：15．84 37．9�
23 � マイネルパロサント 牡3青鹿56 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 愛 Lynch
Bages Ltd 482＋102：15．9� 250．2�

713 サーブルノワール 牡3青鹿56 蛯名 正義 �シルクレーシング 小島 太 浦河 谷口牧場 500＋ 82：16．11	 24．6	
714 コスモエアターン 牝3鹿 54 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 中舘 英二 新冠 ビッグレッドファーム 432＋ 2 〃 アタマ 264．5

35 エレクトリイオネ 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 470＋ 82：16．2� 15．5�
510 メイスンブルーム 牝3黒鹿 54

53 ☆長岡 禎仁梅村 浩氏 小島 茂之 浦河 本巣 一敏 464＋ 22：16．3� 17．8�
48 シ ン デ ン 牡3鹿 56

54 △木幡 巧也ケンレーシング組合 牧 光二 日高 山際 辰夫 472＋ 42：16．4クビ 6．5
12 サーストンバッカ 牡3黒鹿56 吉田 隼人齊藤 宣勝氏 上原 博之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482＋ 42：16．5
 40．0�
36 ディアラビーニア 牝3黒鹿54 丸田 恭介ディアレストクラブ� 宗像 義忠 日高 千葉飯田牧場 416＋ 22：16．82 48．6�
612 シ ュ タ ル ク 牡3鹿 56 田辺 裕信篠田くみ子氏 大竹 正博 日高 高山 博 472＋122：17．33 17．6�
24 クリノヴィクトリア 牝3栗 54

52 △木幡 初也栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 448＋ 22：17．51� 140．5�
611 オフリドフェスト 牝3黒鹿54 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 日高 木村牧場 452± 02：17．6クビ 290．4�
11 スカイヴォヤージュ 牡3芦 56 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武井 亮 新ひだか 岡田牧場 B510＋ 42：17．81� 183．7�
816 デルマフユゲシキ 牝3鹿 54 吉田 豊浅沼 廣幸氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 444－ 62：20．6大差 117．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，376，700円 複勝： 113，042，600円 枠連： 22，832，200円
馬連： 82，278，000円 馬単： 53，392，100円 ワイド： 55，020，600円
3連複： 116，694，800円 3連単： 192，667，700円 計： 672，304，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 180円 � 110円 � 560円 枠 連（4－8） 410円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 280円 �� 2，810円 �� 970円

3 連 複 ��� 4，400円 3 連 単 ��� 27，320円

票 数

単勝票数 計 363767 的中 � 40244（3番人気）
複勝票数 計1130426 的中 � 70063（3番人気）� 776868（1番人気）� 14909（9番人気）
枠連票数 計 228322 的中 （4－8） 43087（1番人気）
馬連票数 計 822780 的中 �� 121210（2番人気）
馬単票数 計 533921 的中 �� 24925（6番人気）
ワイド票数 計 550206 的中 �� 59277（2番人気）�� 4458（25番人気）�� 13610（12番人気）
3連複票数 計1166948 的中 ��� 19879（13番人気）
3連単票数 計1926677 的中 ��� 5112（83番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．5―12．6―12．6―12．5―12．4―12．2―11．9―12．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．9―36．4―49．0―1：01．6―1：14．1―1：26．5―1：38．7―1：50．6―2：02．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインイクシード �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2016．11．19 東京4着

2014．4．17生 牡3黒鹿 母 イクスキューズ 母母 クリスティキャット 3戦1勝 賞金 7，400，000円
〔制裁〕 メイスンブルーム号の騎手長岡禎仁は，下見所集合について注意義務を怠り過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルマフユゲシキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年2月8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 コスモキバレ号・デルマアマギゴエ号
（非抽選馬） 4頭 エケッコ号・チャロネグロ号・ヘラクレスバイオ号・ミツカネマジック号

00030 1月8日 曇 良 （29中山1）第3日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時45分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

34 ルヴォワール 牝3青鹿 54
53 ☆石川裕紀人 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 526 ―2：03．6 2．5�

814 サトノルーラー 牡3黒鹿56 横山 典弘里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 518 ―2：03．81� 3．1�
712 クラークキー 牡3鹿 56 柴山 雄一保坂 和孝氏 池上 昌弘 新冠 長浜牧場 484 ―2：04．12 18．1�
815 ヘヴンオンアース 牝3芦 54

52 △木幡 巧也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 424 ―2：04．2� 53．5�

58 パガットケーブ 牡3青鹿56 内田 博幸 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 526 ―2：04．3	 14．3	
59 フジマサスターダム 牡3鹿 56 田中 勝春藤原 正一氏 菊川 正達 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498 ―2：04．4クビ 17．0

610 カ ン タ ン テ 牡3栗 56 戸崎 圭太 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 542 ― 〃 クビ 9．3�
713 トーバスヌーマ 牝3鹿 54 丸田 恭介石瀬 浩三氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 420 ― 〃 ハナ 56．4�
611 シェリトリンド 牝3黒鹿54 石橋 脩 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 456 ―2：04．82	 30．8
35 
 サトノグリーン 牡3鹿 56 吉田 隼人里見 治氏 鹿戸 雄一 米 Chiyoda

Farm 476 ―2：05．01� 10．9�
47 シンパンジャ 牡3黒鹿56 蛯名 正義深澤 朝房氏 奥平 雅士 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 482 ―2：05．95 31．2�
23 バトルオスカー 牡3黒鹿56 丹内 祐次宮川 秋信氏 尾形 和幸 新冠 競優牧場 488 ―2：06．32	 34．9�
46 レディロックバンド 牝3黒鹿 54

53 ☆長岡 禎仁吉田 千津氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 460 ―2：06．61� 49．5�
22 ルージュリアン 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎佐々木雄二氏 武藤 善則 浦河 木戸口牧場 438 ―2：06．91� 228．7�
11 スイーツガーランド 牡3栗 56 吉田 豊新井原 博氏 土田 稔 新冠 川上牧場 520 ―2：08．8大差 167．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 39，855，800円 複勝： 48，424，500円 枠連： 25，032，900円
馬連： 83，297，100円 馬単： 43，335，100円 ワイド： 47，110，600円
3連複： 99，562，800円 3連単： 135，151，300円 計： 521，770，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 130円 � 290円 枠 連（3－8） 360円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 210円 �� 870円 �� 630円

3 連 複 ��� 2，310円 3 連 単 ��� 8，470円

票 数

単勝票数 計 398558 的中 � 123121（1番人気）
複勝票数 計 484245 的中 � 108107（2番人気）� 120490（1番人気）� 28752（6番人気）
枠連票数 計 250329 的中 （3－8） 53267（1番人気）
馬連票数 計 832971 的中 �� 153637（1番人気）
馬単票数 計 433351 的中 �� 40995（1番人気）
ワイド票数 計 471106 的中 �� 68599（1番人気）�� 12147（11番人気）�� 17185（6番人気）
3連複票数 計 995628 的中 ��� 32264（5番人気）
3連単票数 計1351513 的中 ��� 11563（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．1―37．7―49．9―1：02．7―1：15．2―1：27．5―1：39．7―1：51．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ルヴォワール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Green Tune 初出走

2014．1．22生 牝3青鹿 母 リュヌドール 母母 Luth D’Or 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 スイーツガーランド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



00031 1月8日 曇 良 （29中山1）第3日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

59 マイネルトゥラン 牡4黒鹿56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム B518＋ 61：55．5 3．0�

712 スケールアップ 牡4黒鹿 56
55 ☆石川裕紀人髙岡 義雄氏 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 508＋ 21：56．67 7．7�

611 デストリーライズ 牡5鹿 57 松岡 正海広尾レース� 鹿戸 雄一 新ひだか 木村 秀則 512＋141：56．91� 57．9�
47 ワイルドダンサー 牡5鹿 57 大野 拓弥草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 504＋ 8 〃 クビ 12．3�
46 スパツィアーレ 牝4黒鹿54 戸崎 圭太原 	子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 496＋121：57．11 5．8�
35 ボーントゥレイン 牡4鹿 56 柴山 雄一窪田 康志氏 田村 康仁 浦河 谷川牧場 524＋ 21：57．2� 7．1	
22 グラスアクト 牡4鹿 56 吉田 豊半沢
 田島 俊明 新ひだか タツヤファーム 456－ 21：57．3
 12．2�
58 � ウインオベロン 牡5黒鹿57 江田 照男坂本 浩一氏 田村 康仁 新ひだか 城地 清満 492± 01：57．51� 77．4�
815 スリーミュージアム 牡4鹿 56

53 ▲菊沢 一樹永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 434＋12 〃 アタマ 18．1
814 グラスレグナム 牡4鹿 56

53 ▲野中悠太郎半沢
 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 490－ 2 〃 ハナ 7．3�
11 シャドウトルーパー 牡4鹿 56 吉田 隼人飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 496＋ 41：57．71 61．4�
610 ネオヴァリアント 牡6鹿 57 藤岡 佑介小林 仁幸氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム 496＋ 41：57．8
 26．2�
23 コ マ ク サ 牡5黒鹿 57

55 △井上 敏樹江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 森田 芳男 478＋ 61：58．01� 35．3�
713� ココロノキャンバス 牝4栗 54

52 △木幡 巧也田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 日高 いとう牧場 408＋ 71：58．74 91．7�
34 � ブラッシングスター 牡5栗 57 勝浦 正樹藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 520＋ 11：59．55 135．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 37，072，900円 複勝： 59，614，200円 枠連： 26，288，200円
馬連： 106，644，800円 馬単： 44，799，700円 ワイド： 60，825，600円
3連複： 132，781，400円 3連単： 158，105，200円 計： 626，132，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 240円 � 1，330円 枠 連（5－7） 1，240円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 2，170円

ワ イ ド �� 580円 �� 3，430円 �� 7，880円

3 連 複 ��� 25，950円 3 連 単 ��� 86，380円

票 数

単勝票数 計 370729 的中 � 96979（1番人気）
複勝票数 計 596142 的中 � 129211（1番人気）� 63359（5番人気）� 8396（12番人気）
枠連票数 計 262882 的中 （5－7） 16423（5番人気）
馬連票数 計1066448 的中 �� 67272（4番人気）
馬単票数 計 447997 的中 �� 15437（5番人気）
ワイド票数 計 608256 的中 �� 29098（3番人気）�� 4413（38番人気）�� 1895（61番人気）
3連複票数 計1327814 的中 ��� 3837（73番人気）
3連単票数 計1581052 的中 ��� 1327（285番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―26．1―39．4―52．6―1：04．9―1：17．4―1：30．1―1：42．4

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルトゥラン �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．7．5 福島9着

2013．6．5生 牡4黒鹿 母 マイネカレッシュ 母母 ノーザンドライバー 14戦2勝 賞金 24，400，000円
※出走取消馬 マイウェイレコード号（疾病〔額部裂創〕のため）
※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） 1頭 ダイワハッスル号
（非抽選馬） 4頭 ナンヨーファミユ号・フォーワンタイキ号・ホホエムオンナ号・ロッジポールパイン号

00032 1月8日 曇 良 （29中山1）第3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

24 ドウカンヤマ 牡4栗 56 大野 拓弥一村 哲也氏 高木 登 新冠 ハクツ牧場 502± 01：12．3 8．0�
815 シャンパンサーベル 牝5黒鹿55 吉田 隼人田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 484＋201：12．51 14．1�
35 デルマチカラ 牡4黒鹿 56

53 ▲菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 490＋10 〃 クビ 70．5�
12 イ ア ペ ト ス 牡5鹿 57 内田 博幸�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 500＋12 〃 アタマ 13．1�
510 ポンテファブリチオ 牡4鹿 56 田辺 裕信窪田 康志氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 502＋101：12．71� 2．9�
611 セ ル メ ー ル 牡5鹿 57 石橋 脩前田 晋二氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478＋ 6 〃 アタマ 59．1	
36 � スズヨサムソン 牝5黒鹿55 松岡 正海鈴木与四郎氏 松永 康利 浦河 杵臼牧場 474＋ 61：12．8� 71．0

47 ラッキーポイント 牡4鹿 56 柴田 善臣村山 忠弘氏 根本 康広 日高 モリナガファーム 482＋101：12．9クビ 77．7�
714 カゼノカムイ 牡4鹿 56 丸山 元気菅原 広隆氏 伊藤 大士 青森 荒谷牧場 492＋10 〃 ハナ 18．6�
59 イ ザ 牡4鹿 56

54 △伴 啓太松田 整二氏 高柳 瑞樹 日高 白井牧場 498＋ 21：13．32� 2．8
713 ポ ン ト ス 牡5鹿 57 江田 照男�ミルファーム 蛯名 利弘 新ひだか キヨタケ牧場 478＋101：13．4� 29．0�
48 � パルクフェルメ 牡4栗 56 北村 宏司保坂 和孝氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 464－ 31：13．5� 32．9�
612� プレツィオーゼ 	5鹿 57

54 ▲野中悠太郎髙橋 貴士氏 武藤 善則 登別 ユートピア牧場 444＋ 81：13．81
 146．5�
816 ダイワズットラブ 牝5栗 55

53 △木幡 巧也大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 450＋ 41：14．54 117．2�
23 ハートイズハート 牡4栗 56 柴山 雄一北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 468＋ 61：15．03 12．0�
11 アルタモーダ 牡4栗 56 丹内 祐次ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 松栄牧場 512＋ 4 〃 ハナ 88．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，995，900円 複勝： 55，286，900円 枠連： 37，961，500円
馬連： 119，431，700円 馬単： 55，756，700円 ワイド： 65，237，600円
3連複： 152，225，300円 3連単： 214，959，600円 計： 740，855，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 290円 � 360円 � 1，520円 枠 連（2－8） 3，060円

馬 連 �� 5，870円 馬 単 �� 10，460円

ワ イ ド �� 1，840円 �� 7，230円 �� 9，990円

3 連 複 ��� 92，740円 3 連 単 ��� 380，110円

票 数

単勝票数 計 399959 的中 � 39764（3番人気）
複勝票数 計 552869 的中 � 54463（3番人気）� 41488（4番人気）� 8278（13番人気）
枠連票数 計 379615 的中 （2－8） 9600（9番人気）
馬連票数 計1194317 的中 �� 15745（17番人気）
馬単票数 計 557567 的中 �� 3996（29番人気）
ワイド票数 計 652376 的中 �� 9343（17番人気）�� 2307（48番人気）�� 1664（62番人気）
3連複票数 計1522253 的中 ��� 1231（163番人気）
3連単票数 計2149596 的中 ��� 410（697番人気）

ハロンタイム 11．7―10．7―11．4―12．3―12．4―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．4―33．8―46．1―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドウカンヤマ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．9．6 新潟2着

2013．3．10生 牡4栗 母 グラッドリー 母母 プ チ ア ノ 8戦2勝 賞金 16，050，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ハヤブサゲッツ号
（非抽選馬） 6頭 アロヒ号・トウショウデュエル号・ビバラビダ号・ビレッジエンパイア号・ホッコーヴァール号・リフレクシブラヴ号



00033 1月8日 曇 良 （29中山1）第3日 第9競走 ��
��2，400�

な り た

成 田 特 別
発走14時25分 （ダート・右）
4歳以上，1，000万円以下，28．1．9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

成田市長賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
2：28．8
2：28．6

重
不良

12 キングルアウ 牡5鹿 54 田辺 裕信 �社台レースホース奥村 豊 安平 追分ファーム B506＋ 62：36．4 31．9�
47 ロックキャンディ 牝5黒鹿51 丸山 元気�Basic 根本 康広 新冠 佐藤 信広 512＋ 22：36．61� 20．2�
816 アバオアクー 牡5鹿 56 大野 拓弥外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B508－ 22：37．02� 4．4�
35 エ ル ゼ ロ 牡4鹿 53 木幡 巧也磯波 勇氏 武井 亮 新冠 守矢牧場 B490－ 82：37．21� 39．7�
36 アンヴェイルド 牡6鹿 54 吉田 豊窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 510＋102：37．51	 67．8	
48 ショートストーリー 牡4黒鹿54 加藤 祥太 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494＋122：37．6� 4．3

612 バイオンディップス 牡5黒鹿55 田中 勝春丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム B532＋ 22：37．91	 6．2�
510
 レオナビゲート 牡6黒鹿52 黛 弘人�レオ 奥平 雅士 新ひだか グランド牧場 B502＋ 62：38．11� 180．6�
24 フ ィ エ ル テ 牝5鹿 51 野中悠太郎�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482－ 62：38．2クビ 58．7
59 ラフェットデメール 牝6黒鹿51 丸田 恭介大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 桜井牧場 B474＋ 62：38．52 103．7�
713 カフェブリッツ 牡4鹿 55 戸崎 圭太西川 光一氏 池江 泰寿 新ひだか 三石橋本牧場 546± 02：38．6クビ 3．7�
23 トーセンアーネスト 牡5鹿 55 菅原 隆一島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 534－ 22：38．92 7．7�
11 
 ペイシャゴンジセ 牡6鹿 55 江田 照男北所 直人氏 本間 忍 新冠 隆栄牧場 498＋16 〃 ハナ 27．6�
611 セイカアヴァンサ 牡5鹿 54 柴山 雄一久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 460± 02：39．43 35．4�
815 ブラックブリーズ 牡5青鹿54 石橋 脩臼倉 勲氏 斎藤 誠 新冠 石郷岡 雅樹 B476± 02：39．5クビ 54．7�
714 ヘイローフォンテン 牡7鹿 54 井上 敏樹吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 B542＋122：39．6	 128．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，032，600円 複勝： 94，300，400円 枠連： 40，954，300円
馬連： 188，430，000円 馬単： 75，676，900円 ワイド： 97，757，600円
3連複： 241，140，000円 3連単： 305，625，600円 計： 1，103，917，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，190円 複 勝 � 1，020円 � 470円 � 200円 枠 連（1－4） 2，670円

馬 連 �� 42，020円 馬 単 �� 99，050円

ワ イ ド �� 8，340円 �� 2，940円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 54，210円 3 連 単 ��� 536，500円

票 数

単勝票数 計 600326 的中 � 15046（8番人気）
複勝票数 計 943004 的中 � 20234（10番人気）� 48194（6番人気）� 156356（2番人気）
枠連票数 計 409543 的中 （1－4） 11847（11番人気）
馬連票数 計1884300 的中 �� 3475（64番人気）
馬単票数 計 756769 的中 �� 573（134番人気）
ワイド票数 計 977576 的中 �� 2952（62番人気）�� 8508（28番人気）�� 21767（11番人気）
3連複票数 計2411400 的中 ��� 3336（128番人気）
3連単票数 計3056256 的中 ��� 413（973番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．8―12．5―13．6―13．3―13．3―12．7―12．6―13．1―13．5―14．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．7―37．5―50．0―1：03．6―1：16．9―1：30．2―1：42．9―1：55．5―2：08．6―2：22．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キングルアウ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2014．12．14 中山10着

2012．1．24生 牡5鹿 母 リュートフルシティ 母母 クリックヒア 21戦4勝 賞金 44，406，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 ダンディーレイ号・ブルーボサノヴァ号・ベストセラーアスク号

00034 1月8日 雨 良 （29中山1）第3日 第10競走 ��
��1，200�サンライズステークス

発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

47 ワンスインナムーン 牝4鹿 54 石橋 脩諸江 幸祐氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 446± 01：08．9 2．8�
11 ダイワダッチェス 牝4鹿 54 戸崎 圭太大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 486＋ 41：09．11� 2．8�
612 ゴールドペガサス 牡5鹿 57 大野 拓弥 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 478＋ 2 〃 アタマ 19．5�
815 ユキノアイオロス 	9鹿 57 北村 宏司井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 482± 01：09．31 44．8�
713 クリノコマチ 牝6栗 55 伊藤 工真栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 468＋ 21：09．4
 120．1�
23 フルールシチー 牝6鹿 55 内田 博幸 	友駿ホースクラブ 西園 正都 日高 日高大洋牧場 516－ 4 〃 クビ 11．0

714 デンコウウノ 牡6鹿 57 �島 良太田中 康弘氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 496＋ 41：09．5
 14．7�
59 � クリノハッチャン 牝6鹿 55 杉原 誠人栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 468＋ 8 〃 ハナ 100．8�
24 アルマエルナト 	6栗 57 勝浦 正樹コウトミックレーシング 伊藤 大士 浦河 小島牧場 474＋ 2 〃 クビ 13．5
48 クードラパン 牝4黒鹿54 吉田 隼人 �シルクレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 510＋20 〃 アタマ 9．2�
35 ゴーハンティング 	9黒鹿57 石川裕紀人 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 508＋10 〃 ハナ 41．2�
611 ムーンエクスプレス 牝5鹿 55 柴山 雄一 	ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 428－ 6 〃 アタマ 17．5�
510 カシノワルツ 牝7黒鹿55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B454± 01：09．71 118．4�
12 スリーカーニバル 牝7鹿 55 津村 明秀永井商事	 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 480－ 2 〃 ハナ 102．7�
36 クリノタカラチャン 牝7黒鹿55 野中悠太郎栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 428± 01：09．8 70．9�
816 ボ ー ダ レ ス 牝4栗 54 木幡 巧也 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480＋ 21：10．01
 127．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 71，284，600円 複勝： 106，641，800円 枠連： 59，238，700円
馬連： 234，021，300円 馬単： 103，626，800円 ワイド： 113，704，300円
3連複： 301，794，800円 3連単： 444，949，400円 計： 1，435，261，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 130円 � 380円 枠 連（1－4） 380円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 240円 �� 780円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 2，890円 3 連 単 ��� 9，630円

票 数

単勝票数 計 712846 的中 � 200096（1番人気）
複勝票数 計1066418 的中 � 245838（2番人気）� 265163（1番人気）� 44495（8番人気）
枠連票数 計 592387 的中 （1－4） 120416（1番人気）
馬連票数 計2340213 的中 �� 406506（1番人気）
馬単票数 計1036268 的中 �� 96576（1番人気）
ワイド票数 計1137043 的中 �� 144764（1番人気）�� 34281（11番人気）�� 23024（13番人気）
3連複票数 計3017948 的中 ��� 78133（6番人気）
3連単票数 計4449494 的中 ��� 33482（16番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．4―11．4―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―34．4―45．8―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンスインナムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2015．10．25 新潟1着

2013．2．1生 牝4鹿 母 ツーデイズノーチス 母母 ユ ニ バ ー ス 11戦4勝 賞金 56，065，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アンブリッジ号・マルヨバクシン号

２レース目



00035 1月8日 雨 良 （29中山1）第3日 第11競走 ��
��1，600�第33回フェアリーステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右・外）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金
1，800万円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 35，000，000円 14，000，000円 8，800，000円 5，300，000円 3，500，000円
付 加 賞 595，000円 170，000円 85，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

815 ライジングリーズン 牝3青鹿54 丸田 恭介岡田 牧雄氏 奥村 武 日高 三城牧場 484＋121：34．7 36．0�
23 アエロリット 牝3芦 54 横山 典弘 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 492＋101：34．8	 2．6�
48 モリトシラユリ 牝3芦 54 吉田 豊石橋 忠之氏 堀井 雅広 日高 日高大洋牧場 478－ 41：34．9クビ 16．8�
35 ジャストザマリン 牝3鹿 54 北村 宏司ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 506＋ 2 〃 ハナ 37．3�
612 アルミューテン 牝3栗 54 勝浦 正樹伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 468－ 6 〃 クビ 47．2	
36 ヒ ス ト リ ア 牝3鹿 54 蛯名 正義山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 442＋ 21：35．1	 11．0

713 パ フ ォ ー ム 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 432－101：35．2	 48．5�
11 コーラルプリンセス 牝3芦 54 柴山 雄一吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 520＋ 41：35．41 6．8�
714 ア マ ノ ガ ワ 牝3黒鹿54 柴田 善臣�三嶋牧場 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 438＋ 81：35．5	 66．3
611 メローブリーズ 牝3黒鹿54 大野 拓弥�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 456＋ 61：35．6
 11．3�
24 ブラックオニキス 牝3青鹿55 黛 弘人岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 広富牧場 414＋ 8 〃 クビ 18．5�
816 キャスパリーグ 牝3鹿 54 戸崎 圭太杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 430－ 61：35．7
 5．3�
47 キュイキュイ 牝3栗 54 津村 明秀 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 444－ 21：35．91 15．7�
12 ツ ヅ ク 牝3鹿 54 江田 照男清水 敏氏 伊藤 大士 新ひだか 岡田スタツド 452＋101：36．11
 18．0�
59 ポ ン ポ ン 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行�ミルファーム 田中 清隆 新冠 ハクツ牧場 434＋101：36．2クビ 181．9�
510 スノードーナツ 牝3黒鹿54 松岡 正海�ミルファーム 石毛 善彦 日高 野島牧場 472± 01：37．810 219．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 154，095，400円 複勝： 203，003，300円 枠連： 156，295，100円
馬連： 700，908，000円 馬単： 303，524，200円 ワイド： 292，897，500円
3連複： 1，162，921，700円 3連単： 1，695，539，200円 計： 4，669，184，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，600円 複 勝 � 660円 � 140円 � 450円 枠 連（2－8） 640円

馬 連 �� 5，990円 馬 単 �� 20，000円

ワ イ ド �� 1，910円 �� 7，300円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 34，060円 3 連 単 ��� 275，620円

票 数

単勝票数 計1540954 的中 � 34225（10番人気）
複勝票数 計2030033 的中 � 59768（10番人気）� 560849（1番人気）� 93814（9番人気）
枠連票数 計1562951 的中 （2－8） 189216（2番人気）
馬連票数 計7009080 的中 �� 90630（21番人気）
馬単票数 計3035242 的中 �� 11378（65番人気）
ワイド票数 計2928975 的中 �� 39505（20番人気）�� 10042（74番人気）�� 68645（9番人気）
3連複票数 計11629217 的中 ��� 25602（110番人気）
3連単票数 計16955392 的中 ��� 4460（762番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．2―11．4―11．9―12．4―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―34．7―46．1―58．0―1：10．4―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．6―3F36．7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ライジングリーズン �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．9．24 中山1着

2014．2．27生 牝3青鹿 母 ジョウノファミリー 母母 エビスファミリー 3戦2勝 賞金 42，595，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 アピールバイオ号・ゴールドアピール号・サルサディオーネ号・シンボリバーグ号・スズカゼ号・

ニシノアモーレ号・ラーナアズーラ号

00036 1月8日 雨 良 （29中山1）第3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）
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
1：57．8
1：56．1

良
良

714 ブラックバゴ 牡5黒鹿57 石橋 脩 �シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 528＋162：02．3 12．8�
815 サトノスティング 牡6青鹿57 勝浦 正樹里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム 466＋ 22：02．4� 11．5�
611 エフティスパークル 牡4黒鹿56 蛯名 正義吉野 英子氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 456＋ 62：02．61	 3．3�
816 ヴェラヴァルスター 牡5栗 57 戸崎 圭太保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 520＋14 〃 ハナ 4．4�
59 ジェネラルゴジップ 牡5青鹿57 田辺 裕信 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 484－ 62：02．7クビ 5．7�
35 オンタケハート 牡6鹿 57 田中 勝春宮原 廣伸氏 伊藤 大士 浦河 猿橋 義昭 492＋ 22：02．8� 35．9	
48 ウインマハロ 牝5鹿 55 津村 明秀
ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 432± 02：03．01
 20．1�
713� リ ッ ジ マ ン 牡4鹿 56

55 ☆加藤 祥太�辻牧場 庄野 靖志 浦河 辻 牧場 452＋ 82：03．1クビ 45．3�
12 プレイヤーハウス 牡5鹿 57 内田 博幸嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 B464＋ 62：03．31	 26．0
24 ヴィンセンツイヤー �6栗 57

55 △原田 和真 
ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 488＋ 4 〃 クビ 191．1�

47 スパーブデイ 牡6鹿 57 松岡 正海藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 536± 02：03．51
 38．5�
36 ロジテースト 牡6鹿 57

54 ▲野中悠太郎久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 466＋ 42：03．6クビ 161．3�
23 プライムセラー 牡4栗 56 柴山 雄一 �サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 530＋ 42：04．23
 8．1�
612 コスモツケマ 牝6鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 新冠 タニグチ牧場 472－ 12：04．3クビ 199．1�
11 リアルキング 牡4鹿 56 藤岡 佑介杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 534± 0 〃 クビ 12．0�
510 スワンボート 牡7鹿 57 菅原 隆一田頭 勇貴氏 柴田 政人 浦河 オンワード牧場 474＋ 22：04．4クビ 360．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 84，038，100円 複勝： 107，673，500円 枠連： 60，061，700円
馬連： 236，721，300円 馬単： 94，948，800円 ワイド： 118，965，700円
3連複： 308，898，800円 3連単： 444，780，300円 計： 1，456，088，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 390円 � 300円 � 160円 枠 連（7－8） 1，670円

馬 連 �� 9，180円 馬 単 �� 18，670円

ワ イ ド �� 2，630円 �� 1，310円 �� 830円

3 連 複 ��� 10，380円 3 連 単 ��� 88，980円

票 数

単勝票数 計 840381 的中 � 52353（7番人気）
複勝票数 計1076735 的中 � 60448（8番人気）� 86456（5番人気）� 212698（1番人気）
枠連票数 計 600617 的中 （7－8） 27805（7番人気）
馬連票数 計2367213 的中 �� 19976（29番人気）
馬単票数 計 949488 的中 �� 3813（62番人気）
ワイド票数 計1189657 的中 �� 11298（34番人気）�� 23298（15番人気）�� 37939（6番人気）
3連複票数 計3088988 的中 ��� 22307（36番人気）
3連単票数 計4447803 的中 ��� 3624（289番人気）

ハロンタイム 12．9―10．8―13．4―12．6―12．8―12．0―11．5―11．9―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―23．7―37．1―49．7―1：02．5―1：14．5―1：26．0―1：37．9―1：49．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F36．3
1
3
1，14（7，9）（3，8）4（5，10）（6，12）11－15，16－2，13・（1，14）9（7，4，12）8－（3，10，11）（5，6）15，16－2，13

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

勝馬の
紹 介

ブラックバゴ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2014．9．14 新潟2着

2012．3．8生 牡5黒鹿 母 ステイウィズユー 母母 アイアンレディ 13戦2勝 賞金 57，365，000円

４レース目



（29中山1）第3日 1月8日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 187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 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

239，270，000円
5，060，000円
18，000，000円
1，920，000円
28，160，000円
75，332，000円
5，134，000円
1，795，200円

勝馬投票券売得金
645，084，700円
985，690，900円
518，048，300円
2，051，966，600円
924，733，500円
1，031，519，100円
2，919，441，400円
4，104，587，300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 13，181，071，800円

総入場人員 23，481名 （有料入場人員 21，381名）
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