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00049 1月15日 晴 稍重 （29中山1）第5日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時00分 （ダート・右）

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

815 ロ ジ ベ ス ト 牡3黒鹿56 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか チャンピオンズファーム 486－ 41：13．4 1．4�
48 リトルレグルス 牡3鹿 56 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 498＋201：13．61� 9．3�
611 バナナボート 牡3栗 56 武士沢友治田頭 勇貴氏 柴田 政人 新冠 坂元 芳春 414＋ 41：14．02� 17．1�
816 アキラノテソーロ 牡3黒鹿56 吉田 隼人了德寺健二氏 池上 昌和 浦河 丸幸小林牧場 468＋ 21：14．1� 18．3�
59 サ ン ク ラ ラ 牝3栗 54

53 ☆石川裕紀人�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか 三宅牧場 438＋ 41：14．42 15．0�
23 キョウエイガウディ 牡3鹿 56 柴田 大知田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 沖田 忠幸 498＋ 41：14．5� 161．5	
510 ユメチョキン 牝3栗 54 石橋 脩上田 忠男氏 浅野洋一郎 新ひだか 中田 浩美 450＋ 61：14．6� 12．7

714 ラインポレール 牡3青鹿56 横山 典弘大澤 繁昌氏 蛯名 利弘 平取 中川 隆 488＋ 61：14．7� 20．5�
24 フレンドパリ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 藤巻 則弘 444－ 21：14．91� 22．6�
713 グラスノーブル 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎半沢� 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 430－ 81：15．0� 111．5
612 レオフェアリー 牝3栗 54 丹内 祐次�レオ 杉浦 宏昭 日高 川端 正博 492＋ 81：15．1� 298．8�
36 キウイチャン 牝3鹿 54 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 大和田 成 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 41：15．2クビ 12．4�
12 ハーモニードラゴン 牡3鹿 56

54 △木幡 巧也日下部勝德氏 牧 光二 新冠 川越 省蔵 512＋ 4 〃 ハナ 206．7�
35 カシノレビン 牡3黒鹿56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 日西牧場 420＋ 41：15．62� 396．9�
11 ノアスパーク 牝3鹿 54 勝浦 正樹佐山 公男氏 水野 貴広 新ひだか 岡田スタツド 438＋101：15．81 174．3�
47 エリーミニスター 牝3鹿 54 江田 照男谷川 正純氏 萱野 浩二 新冠 アサヒ牧場 470＋101：15．9� 143．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，569，000円 複勝： 94，599，900円 枠連： 18，708，000円
馬連： 78，618，300円 馬単： 49，089，300円 ワイド： 52，050，300円
3連複： 115，048，800円 3連単： 172，759，300円 計： 617，442，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 230円 � 260円 枠 連（4－8） 680円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 380円 �� 410円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 2，740円 3 連 単 ��� 6，640円

票 数

単勝票数 計 365690 的中 � 197107（1番人気）
複勝票数 計 945999 的中 � 603111（1番人気）� 45622（4番人気）� 38077（5番人気）
枠連票数 計 187080 的中 （4－8） 21212（2番人気）
馬連票数 計 786183 的中 �� 78372（3番人気）
馬単票数 計 490893 的中 �� 37243（3番人気）
ワイド票数 計 520503 的中 �� 36883（3番人気）�� 33582（4番人気）�� 6862（21番人気）
3連複票数 計1150488 的中 ��� 31484（8番人気）
3連単票数 計1727593 的中 ��� 18835（12番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．8―12．7―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．8―47．5―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロ ジ ベ ス ト �
�
父 キングズベスト �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．9．10 中山6着

2014．2．20生 牡3黒鹿 母 ワイメアビーチ 母母 リキマドレード 6戦1勝 賞金 10，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ハクサングロウ号・マッタナシ号
（非抽選馬） 4頭 デルマオフクロサン号・トミケンナプロスト号・ハヤブサザムライ号・ベルファムレディ号

00050 1月15日 晴 稍重 （29中山1）第5日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時30分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

23 タイキダイヤモンド 牡3青鹿56 大野 拓弥�大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム 466－ 21：57．5 17．3�

611 ペイシャリル 牡3鹿 56 江田 照男北所 直人氏 菅原 泰夫 様似 清水スタッド 468＋ 61：57．81� 161．4�
36 スペルマロン 牡3栗 56 武士沢友治西森 鶴氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 510± 01：58．22� 2．0�
713 マッジョネラ 	3黒鹿56 横山 典弘堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 日高 北田 剛 492± 0 〃 クビ 14．7�
815 オウケンスターダム 牡3鹿 56 北村 宏司福井 明氏 国枝 栄 浦河 辻 牧場 476－ 81：58．3� 16．5�
35 リヴァイアサン 牡3鹿 56 戸崎 圭太星野 祐介氏 相沢 郁 青森 ユーコー牧場 508＋101：58．61� 3．0	
12 ドリームオブユー 牡3青鹿56 蛯名 正義吉野 弘司氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：58．7クビ 90．4

714 デ ス ト ロ イ 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎諸岡 慶氏 高橋 裕 日高 藤本 直弘 B502＋ 61：59．02 37．3�
24 デ カ 牡3栗 56 田辺 裕信小田切 光氏 高橋 祥泰 新冠 中地 康弘 462＋ 61：59．31� 10．5�
48 ジンバイッタイ 牡3青鹿 56

55 ☆長岡 禎仁西村新一郎氏 伊藤 伸一 新ひだか 田原橋本牧場 486＋ 2 〃 ハナ 40．8
59 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 478＋121：59．93� 59．8�
510 アサクサチャンス 牡3鹿 56 吉田 豊田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 480－ 22：00．43 87．3�
816 シゲルバッファロー 牡3栗 56 嘉藤 貴行森中 蕃氏 水野 貴広 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 526＋ 22：00．72 340．6�
11 ルールアゲン 	3鹿 56 岩部 純二浅川 皓司氏 萱野 浩二 浦河 丸幸小林牧場 B476－ 42：01．02 51．3�
612 クラウンハイト 	3黒鹿56 伊藤 工真矢野まり子氏 田島 俊明 登別 青藍牧場 430± 02：01．74 207．5�
47 ポッドダンテ 牡3鹿 56 田中 勝春小川眞査雄氏 武市 康男 新ひだか 下屋敷牧場 478＋102：03．08 29．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，682，300円 複勝： 78，836，800円 枠連： 24，624，400円
馬連： 70，880，400円 馬単： 43，070，400円 ワイド： 51，195，600円
3連複： 117，245，900円 3連単： 177，749，900円 計： 593，285，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，730円 複 勝 � 280円 � 2，080円 � 110円 枠 連（2－6） 22，160円

馬 連 �� 120，200円 馬 単 �� 219，740円

ワ イ ド �� 17，590円 �� 510円 �� 4，320円

3 連 複 ��� 47，420円 3 連 単 ��� 771，660円

票 数

単勝票数 計 296823 的中 � 13702（6番人気）
複勝票数 計 788368 的中 � 35955（3番人気）� 3664（14番人気）� 473102（1番人気）
枠連票数 計 246244 的中 （2－6） 861（23番人気）
馬連票数 計 708804 的中 �� 457（74番人気）
馬単票数 計 430704 的中 �� 147（135番人気）
ワイド票数 計 511956 的中 �� 708（67番人気）�� 28263（3番人気）�� 2917（31番人気）
3連複票数 計1172459 的中 ��� 1854（85番人気）
3連単票数 計1777499 的中 ��� 167（812番人気）

ハロンタイム 12．9―12．2―13．3―13．5―13．4―12．7―13．1―13．0―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．1―38．4―51．9―1：05．3―1：18．0―1：31．1―1：44．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タイキダイヤモンド �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 ファンタスティックライト デビュー 2016．12．10 中山6着

2014．4．21生 牡3青鹿 母 タイキバラード 母母 リンクスオブタイム 3戦1勝 賞金 5，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ポッドダンテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年2月15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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 コスモライジン号・ベリルイモン号

第１回 中山競馬 第５日



00051 1月15日 晴 稍重 （29中山1）第5日 第3競走 ��
��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

713 ブラックドーン 牡3鹿 56 内田 博幸吉田 勝己氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 522 ―1：59．1 7．8�
11 ブリスアンドラック 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 506 ―1：59．52� 5．8�
815 ドラゴンワーグナー 牡3栗 56 北村 宏司窪田 康志氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 482 ― 〃 アタマ 18．4�
12 ビービーブレッツァ 牡3栗 56

55 ☆石川裕紀人�坂東牧場 小笠 倫弘 新ひだか 山野牧場 476 ―1：59．82 26．5�
36 カ ド モ ス 牡3鹿 56 柴山 雄一吉田 勝己氏 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 542 ―1：59．9� 46．6�
611 ラインディオーネ 牝3鹿 54 津村 明秀大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 432 ― 〃 アタマ 72．3	
48 ハコダテオウカ 牝3鹿 54 田辺 裕信河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 466 ―2：00．1� 9．3

23 ラ ン ボ シ 牡3鹿 56 吉田 隼人古川 智洋氏 中川 公成 新ひだか 松田牧場 490 ―2：01．05 4．3�
24 パ サ デ ナ 牡3青鹿56 柴田 大知前原 敏行氏 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 530 ― 〃 ハナ 60．4�
35 マテラグローバル 牡3黒鹿56 吉田 豊大野 剛嗣氏 森 秀行 浦河 高松牧場 512 ―2：01．31� 7．3
59 オ ー サ ム 牡3青鹿56 石橋 脩 �グリーンファーム中尾 秀正 千歳 社台ファーム 502 ―2：01．62 23．4�
612 ジ ン ダ イ 牡3鹿 56 田中 勝春樋口 稔氏 二ノ宮敬宇 新冠 タニグチ牧場 470 ―2：01．7� 90．3�
816 ジ ク ウ 牡3鹿 56 勝浦 正樹髙嶋 祐子氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム 522 ―2：01．91	 20．0�
714 バトルセキトバ 牡3栗 56

54 △木幡 巧也宮川 秋信氏 牧 光二 新ひだか 前田ファーム 514 ―2：02．21� 6．6�
47 キャプテンムーン 牡3黒鹿56 大江原 圭平本 敏夫氏 大江原 哲 新冠 川上牧場 506 ―2：02．83� 208．8�
510 オウケンブライト 牝3芦 54 柴田 善臣福井 明氏 加藤 征弘 浦河 辻 牧場 464 ―2：03．22� 13．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，966，900円 複勝： 48，776，900円 枠連： 26，563，800円
馬連： 77，831，400円 馬単： 37，272，200円 ワイド： 46，427，100円
3連複： 103，091，200円 3連単： 121，466，000円 計： 495，395，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 280円 � 250円 � 520円 枠 連（1－7） 910円

馬 連 �� 2，390円 馬 単 �� 5，200円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 2，520円 �� 2，920円

3 連 複 ��� 24，330円 3 連 単 ��� 142，950円

票 数

単勝票数 計 339669 的中 � 34723（5番人気）
複勝票数 計 487769 的中 � 46641（5番人気）� 56838（3番人気）� 21846（8番人気）
枠連票数 計 265638 的中 （1－7） 22594（2番人気）
馬連票数 計 778314 的中 �� 25138（8番人気）
馬単票数 計 372722 的中 �� 5367（20番人気）
ワイド票数 計 464271 的中 �� 12332（8番人気）�� 4683（32番人気）�� 4026（35番人気）
3連複票数 計1030912 的中 ��� 3177（86番人気）
3連単票数 計1214660 的中 ��� 616（485番人気）

ハロンタイム 13．0―12．2―14．0―13．8―13．1―12．9―13．4―13．3―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．2―39．2―53．0―1：06．1―1：19．0―1：32．4―1：45．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．0―3F40．1
1
3
2，10（11，13）（3，15，16）（4，8）5，14，1，6－（7，9）12
2（10，11）13（3，16）8（4，14，15）－1－（5，6）12－（7，9）

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

勝馬の
紹 介

ブラックドーン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2014．5．21生 牡3鹿 母 ブリガドーン 母母 メインスルー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 テイエムシャッフル号

00052 1月15日 晴 稍重 （29中山1）第5日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走11時30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

12 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 492－ 21：12．1 6．8�
612 ビ バ ラ ビ ダ 牝4鹿 54

53 ☆長岡 禎仁桐谷 茂氏 石栗 龍彦 浦河 久保 昇 478＋101：12．2� 16．3�
714 チェイスダウン 牡4鹿 56 蛯名 正義畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 478＋ 81：12．3	 2．2�
47 カグラグレイス 牝4黒鹿54 菅原 隆一島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 シンボリ牧場 494＋12 〃 ハナ 34．3�
24 
 アサクサレーサー 牡6黒鹿57 吉田 豊田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 490＋ 21：12．5� 6．3	
510 プエルトプリンセサ 牝4鹿 54 田辺 裕信丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 424＋ 41：12．6	 8．1

816� ペニーウェディング 牝4鹿 54

53 ☆石川裕紀人吉田 和子氏 高橋 文雅 米 Lynn Schiff 498＋ 2 〃 クビ 13．4�
611 サンアルパイン �5鹿 57 岩部 純二 �加藤ステーブル 萱野 浩二 浦河 今井 秀樹 B510± 01：12．7	 67．6
11 ビレッジエンパイア 牡4鹿 56

54 △木幡 巧也村山 浩伸氏 土田 稔 新ひだか 嶋田牧場 492＋141：12．8クビ 46．9�
48 ア ロ ヒ 牡4栗 56

53 ▲野中悠太郎平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 今 牧場 502－ 61：12．9� 77．0�
713 カシノスティーヴ 牡6栗 57 大庭 和弥柏木 務氏 蛯名 利弘 青森 一山育成牧場 510± 01：13．0	 16．3�
815
 ハヤブサゲッツ 牡5黒鹿57 内田 博幸武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 502＋ 21：13．53 19．2�
35 
 ベストエビデンス 牝5栗 55 勝浦 正樹大塚 亮一氏 土田 稔 千歳 社台ファーム 434＋ 81：13．71 100．3�
36 サンマルバロン �5栗 57 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 日高 三城牧場 480＋ 8 〃 クビ 31．7�
59 カシノアーニング 牡4鹿 56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 白瀬 盛雄 450＋ 21：13．8クビ 138．7�
23 クラウンジューン 牡5鹿 57 江田 照男�クラウン 田中 剛 日高 クラウン日高牧場 480＋121：14．33 220．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，118，900円 複勝： 74，411，200円 枠連： 27，114，200円
馬連： 102，838，000円 馬単： 54，916，200円 ワイド： 65，820，600円
3連複： 146，817，800円 3連単： 201，867，800円 計： 716，904，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 180円 � 360円 � 110円 枠 連（1－6） 4，670円

馬 連 �� 6，440円 馬 単 �� 11，070円

ワ イ ド �� 1，660円 �� 280円 �� 800円

3 連 複 ��� 4，010円 3 連 単 ��� 36，740円

票 数

単勝票数 計 431189 的中 � 50650（3番人気）
複勝票数 計 744112 的中 � 88669（2番人気）� 32688（7番人気）� 268956（1番人気）
枠連票数 計 271142 的中 （1－6） 4497（15番人気）
馬連票数 計1028380 的中 �� 12374（19番人気）
馬単票数 計 549162 的中 �� 3719（29番人気）
ワイド票数 計 658206 的中 �� 9112（18番人気）�� 68845（1番人気）�� 19950（7番人気）
3連複票数 計1468178 的中 ��� 27451（11番人気）
3連単票数 計2018678 的中 ��� 3983（106番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．7―12．4―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―34．2―46．6―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ギ ン ゴ ー �
�
父 キャプテントゥーレ �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2015．6．21 東京4着

2013．3．19生 牡4鹿 母 シルクスパイシー 母母 ハシノダーリア 23戦2勝 賞金 31，320，000円
〔制裁〕 サンアルパイン号の騎手岩部純二は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：1番）
※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 ビッグオーラ号・ベルベットムーブ号
（非抽選馬） 2頭 ハシカミ号・リアリゾンルレーヴ号



00053 1月15日 晴 良 （29中山1）第5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）

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
1：30．7
1：30．7

良
良

23 ニシノストーリー 牝3黒鹿54 田辺 裕信西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 村上 欽哉 402＋ 21：36．0 7．0�
24 デ コ ラ ス 牝3鹿 54 蛯名 正義林 正道氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 436－ 21：36．1� 14．7�
612 モ ア ナ 牝3青鹿54 内田 博幸吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 496＋ 81：36．2� 5．9�
510 ジェイケイオジョウ 牝3鹿 54 戸崎 圭太小谷野次郎氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 458± 01：36．41� 3．8�
816 アイアムビューティ 牝3鹿 54 横山 典弘堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 446－ 61：36．61� 4．1�
815 ヌンジュリエット 牝3黒鹿 54

53 ☆石川裕紀人ヌンクラブ� 清水 英克 日高 ナカノファーム 464＋ 21：36．7クビ 25．3	
611 メイショウユーコン 牝3黒鹿54 柴田 善臣松本 好雄氏 小島 太 様似 猿倉牧場 438－ 2 〃 クビ 85．6

713 ボヌールバトー 牝3黒鹿54 武士沢友治�出口牧場 石栗 龍彦 日高 出口牧場 422＋ 61：36．8� 51．2�
35 イ セ エ ビ 牝3鹿 54

52 △木幡 巧也芳賀 克也氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 470＋161：36．9� 58．3
11 ファストソレル 牝3栗 54 江田 照男島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 472＋101：37．0� 16．3�
714 パルクリール 牝3黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 424＋ 4 〃 ハナ 11．8�
12 サ ラ ノ ア 牝3黒鹿 54

53 ☆長岡 禎仁加藤 光淑氏 小島 茂之 新ひだか 木村 秀則 432＋ 81：37．1� 26．8�
47 ヴァントネール 牝3栗 54 丹内 祐次田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河トラストスリーファーム 432－101：37．31� 16．5�
48 ネオヴェルモット 牝3青鹿54 大野 拓弥小林 仁幸氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 422－ 21：37．72� 37．2�
59 ア イ ー ダ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行 �ローレルレーシング 武井 亮 青森 ワールドファーム 440± 01：37．91� 151．0�
36 ペイシャムーン 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎北所 直人氏 竹内 正洋 新ひだか ニシケンフアーム 418－12 （競走中止） 217．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 51，347，600円 複勝： 77，231，300円 枠連： 37，241，100円
馬連： 115，586，600円 馬単： 55，206，500円 ワイド： 76，462，000円
3連複： 168，501，000円 3連単： 200，714，300円 計： 782，290，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 230円 � 380円 � 220円 枠 連（2－2） 4，880円

馬 連 �� 4，320円 馬 単 �� 7，180円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 800円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 8，660円 3 連 単 ��� 50，040円

票 数

単勝票数 計 513476 的中 � 57950（4番人気）
複勝票数 計 772313 的中 � 90976（4番人気）� 46486（6番人気）� 100294（3番人気）
枠連票数 計 372411 的中 （2－2） 5905（20番人気）
馬連票数 計1155866 的中 �� 20701（17番人気）
馬単票数 計 552065 的中 �� 5760（25番人気）
ワイド票数 計 764620 的中 �� 14572（15番人気）�� 25227（7番人気）�� 12283（18番人気）
3連複票数 計1685010 的中 ��� 14578（27番人気）
3連単票数 計2007143 的中 ��� 2908（158番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―12．0―12．0―12．5―12．1―12．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．3―35．3―47．3―59．8―1：11．9―1：24．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．7―3F36．2

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

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

ニシノストーリー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．11．20 東京5着

2014．2．20生 牝3黒鹿 母 ニシノナースコール 母母 ノーブルドノール 3戦1勝 賞金 6，200，000円
〔発走状況〕 ジェイケイオジョウ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。・・・〔競走中止〕 ペイシャムーン号は，向正面で騎手が右あぶみを踏み外し，バランスをくずして落馬したため競走中止。・・・〔制裁〕 ペイシャムーン号の騎手野中悠太郎は，向正面での御法（右あぶみを踏み外し，バランスをくずし落馬した）について過怠

金50，000円。
〔調教再審査〕 ジェイケイオジョウ号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ノーブルムーン号・ルールオブグレイス号

00054 1月15日 晴 良 （29中山1）第5日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時50分 （芝・右・外）
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
1：06．7
1：06．5

良
良

816 マンカストラップ 牡3青鹿56 江田 照男�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 478＋ 41：09．6 15．7�
611 タケショウベスト 牝3鹿 54 蛯名 正義�ナイト商事 田中 清隆 浦河 富菜牧場 450－ 2 〃 アタマ 19．4�
510 ショウナンアエラ 牡3黒鹿56 北村 宏司国本 哲秀氏 奥村 武 浦河 大北牧場 478＋ 21：09．7� 3．4�
714 ダノンハイパワー 牡3黒鹿56 横山 典弘�ダノックス 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 500＋ 61：09．91� 5．5�
11 レジーナフォルテ 牝3黒鹿54 大野 拓弥永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 平取 中川 隆 484＋ 61：10．11� 6．4	
612 アットザトップ 牡3栗 56 田辺 裕信�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 B456－ 61：10．2クビ 15．2

713 ドゥモワゼル 牝3鹿 54 勝浦 正樹小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 444＋ 4 〃 クビ 6．5�
24 トワイライトライフ 牝3鹿 54

53 ☆石川裕紀人 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456＋181：10．3� 15．3�

36 フクノクオリア 牡3黒鹿 56
54 △木幡 巧也福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新ひだか 山際牧場 508＋ 8 〃 アタマ 7．2

23 ワイナルダム 牡3青鹿56 松岡 正海 �コスモヴューファーム 水野 貴広 青森 大前 典男 456＋101：10．4� 24．7�
47 ル ミ ノ ー ザ 牝3黒鹿54 柴山 雄一河村 祥史氏 天間 昭一 浦河 吉田 又治 458＋ 41：10．82� 59．8�
35 ブリリアントアート 牝3黒鹿54 丹内 祐次山田 弘氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 396－ 21：11．22� 61．9�
12 シ ラ バ ブ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 的場 均 むかわ 上水牧場 462＋ 41：11．94 322．7�
59 キャンディハート 牝3栗 54 大江原 圭田頭 勇貴氏 大江原 哲 新ひだか 大滝 康晴 B432± 01：12．0� 297．6�
815	 レイナデレイナス 牝3鹿 54 村田 一誠坂田 行夫氏 天間 昭一 新冠 小泉 学 426－ 21：12．21
 326．0�
48 スイーティパイ 牝3栗 54 岩部 純二�ミルファーム 大江原 哲 日高 天羽牧場 468－ 21：12．62� 361．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，604，400円 複勝： 77，052，400円 枠連： 36，406，000円
馬連： 124，766，800円 馬単： 58，557，900円 ワイド： 72，581，200円
3連複： 172，713，900円 3連単： 207，732，500円 計： 801，415，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，570円 複 勝 � 460円 � 490円 � 170円 枠 連（6－8） 5，840円

馬 連 �� 13，960円 馬 単 �� 26，040円

ワ イ ド �� 3，620円 �� 1，210円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 15，420円 3 連 単 ��� 128，940円

票 数

単勝票数 計 516044 的中 � 26182（8番人気）
複勝票数 計 770524 的中 � 37286（6番人気）� 34770（8番人気）� 158922（1番人気）
枠連票数 計 364060 的中 （6－8） 4828（20番人気）
馬連票数 計1247668 的中 �� 6923（41番人気）
馬単票数 計 585579 的中 �� 1686（81番人気）
ワイド票数 計 725812 的中 �� 5026（39番人気）�� 15703（11番人気）�� 15078（12番人気）
3連複票数 計1727139 的中 ��� 8397（65番人気）
3連単票数 計2077325 的中 ��� 1168（450番人気）

ハロンタイム 11．8―10．3―11．4―11．8―12．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．1―33．5―45．3―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マンカストラップ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ストーミングホーム デビュー 2016．6．25 函館3着

2014．3．24生 牡3青鹿 母 ヴ ァ ッ プ 母母 ビコーグレイス 7戦2勝 賞金 19，633，000円



00055 1月15日 晴 良 （29中山1）第5日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時20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
1：08．7
1：08．7

重
重

815 ハイブリッドダンス 牝4黒鹿54 蛯名 正義水上 行雄氏 萩原 清 新ひだか 前川 正美 476＋ 61：12．3 10．0�
48 ホッコーヴァール 牝5黒鹿55 松岡 正海北幸商事� 松永 康利 日高 川端 正博 542＋10 〃 クビ 18．6�
510 ジョリガーニャント 牝4鹿 54 津村 明秀井上 一郎氏 矢野 英一 新冠 須崎牧場 480＋ 6 〃 ハナ 76．9�
11 ヒカリトップメモリ 牝4鹿 54 戸崎 圭太�ヒカリクラブ 池上 昌弘 新ひだか 服部 牧場 470± 01：12．61� 1．5�
612 ジュエルアラモード 牝5栗 55 大野 拓弥西川 礦氏 松山 将樹 日高 下河辺牧場 514＋ 81：13．02� 12．4�
59 クリノスイートピー 牝5黒鹿55 柴山 雄一栗本 守氏 星野 忍 新冠 中地 義次 450＋ 81：13．1� 32．5	
12 メランコリア 牝5栗 55 江田 照男
ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 486± 0 〃 クビ 15．5�
47 ワタシダイナマイト 牝5栗 55 柴田 善臣小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 478＋ 41：13．31 79．6�
611 ラッキーペニー 牝4鹿 54 吉田 豊平賀 久枝氏 古賀 史生 日高 中原牧場 522－ 2 〃 ハナ 9．9
24 ラッキーボックス 牝4鹿 54 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492＋30 〃 ハナ 20．4�
36 プラントアゲン 牝5黒鹿 55

53 △木幡 巧也浅川 皓司氏 加藤 和宏 様似 富田 恭司 476± 01：13．4� 14．3�
714 ノーフェイト 牝5栗 55

52 ▲野中悠太郎ディアレストクラブ� 栗田 徹 浦河 小島牧場 470± 0 〃 ハナ 45．3�
35 � ホホエムオンナ 牝5鹿 55

52 ▲藤田菜七子
大北牧場 浅野洋一郎 浦河 大北牧場 B446－101：13．5� 144．5�
816 メイショウサワヤカ 牝5黒鹿55 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 484± 01：13．6クビ 224．8�
23 サンダーバトル 牝4黒鹿54 柴田 大知吉田喜代司氏 土田 稔 千歳 社台ファーム 470＋20 〃 クビ 78．6�
713� リフレクシブラヴ 牝4黒鹿54 武士沢友治堀口 晴男氏 杉浦 宏昭 浦河 高岸 順一 492＋141：13．7� 296．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 67，016，300円 複勝： 140，919，400円 枠連： 39，779，800円
馬連： 133，101，000円 馬単： 86，737，300円 ワイド： 92，246，800円
3連複： 200，443，100円 3連単： 333，464，600円 計： 1，093，708，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 450円 � 900円 � 3，110円 枠 連（4－8） 6，080円

馬 連 �� 6，810円 馬 単 �� 14，510円

ワ イ ド �� 1，940円 �� 6，190円 �� 11，310円

3 連 複 ��� 114，400円 3 連 単 ��� 519，910円

票 数

単勝票数 計 670163 的中 � 53238（3番人気）
複勝票数 計1409194 的中 � 89560（3番人気）� 41009（7番人気）� 11141（13番人気）
枠連票数 計 397798 的中 （4－8） 5063（16番人気）
馬連票数 計1331010 的中 �� 15127（20番人気）
馬単票数 計 867373 的中 �� 4481（35番人気）
ワイド票数 計 922468 的中 �� 12522（21番人気）�� 3816（49番人気）�� 2079（69番人気）
3連複票数 計2004431 的中 ��� 1314（179番人気）
3連単票数 計3334646 的中 ��� 465（843番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．4―12．3―12．7―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．8―46．1―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハイブリッドダンス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Nureyev デビュー 2016．5．1 東京12着

2013．5．15生 牝4黒鹿 母 ヒドゥンダンス 母母 Hidden Light 6戦2勝 賞金 15，350，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シゲルカゼノボン号
（非抽選馬） 2頭 ハッピーサークル号・ハヤブサレディゴー号

00056 1月15日 晴 良 （29中山1）第5日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時50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 525，000
525，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

11 � ドラゴンキングダム 牡6黒鹿57 津村 明秀窪田 芳郎氏 二ノ宮敬宇 米 Stonehaven
Steadings 540－ 81：55．1 18．1�

714 マイネルバサラ 牡4鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 松山 将樹 新冠 浜口牧場 476＋ 8 〃 クビ 4．0�

59 フジマサクラウン 牡6鹿 57 内田 博幸藤原 正一氏 松永 康利 千歳 社台ファーム 530＋201：55．2クビ 15．4�
36 アームズレングス 牝4鹿 54 大野 拓弥諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 492－ 4 〃 クビ 5．7�
24 ネイビーブルー 牡4鹿 56 戸崎 圭太青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 504＋ 61：55．3クビ 3．6�
35 ノーブルサンズ 牝4栗 54 吉田 隼人吉木 伸彦氏 田村 康仁 浦河 ガーベラパー

クスタツド 446± 0 〃 同着 35．5	
510 ブルーボサノヴァ 牝6栗 55

52 ▲藤田菜七子 �ブルーマネジメント和田 雄二 新冠 川上牧場 508＋ 21：55．51	 33．0

611 エンクエントロス 牡5鹿 57

55 △木幡 巧也スリースターズレーシング 黒岩 陽一 新冠 対馬 正 B512－ 2 〃 クビ 11．9�
12 スモーダリング 牝5黒鹿55 田辺 裕信 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502＋ 21：55．81
 51．5�
713� メジャーシップ 牡6鹿 57 江田 照男阿部榮乃進氏 星野 忍 厚真 阿部 栄乃進 504＋ 61：56．0
 136．2
612 レッツゴースター 牡5栗 57 嘉藤 貴行�Basic 大和田 成 新冠 佐藤 信広 472＋ 41：56．32 34．3�
816 エグランティーナ 牝5黒鹿55 田中 勝春村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 542＋281：56．72� 24．6�
47 ポムフィリア 牝5鹿 55 吉田 豊ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 小島牧場 450－161：56．8� 10．1�
815 クラーロデルナ 牡8鹿 57

56 ☆石川裕紀人山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 土田農場 512＋ 21：57．11
 35．9�
48 イデアオブクィーン 牝6芦 55 松岡 正海益田 修一氏 中舘 英二 浦河 大道牧場 426＋ 41：58．37 77．2�
23 ラインセイラ 牝4栗 54 横山 典弘大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 470－ 21：58．4� 18．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 64，031，500円 複勝： 92，610，300円 枠連： 47，904，100円
馬連： 171，169，400円 馬単： 75，283，700円 ワイド： 101，138，800円
3連複： 242，927，600円 3連単： 290，515，100円 計： 1，085，580，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，810円 複 勝 � 570円 � 200円 � 470円 枠 連（1－7） 3，720円

馬 連 �� 4，720円 馬 単 �� 12，080円

ワ イ ド �� 1，770円 �� 3，960円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 17，310円 3 連 単 ��� 135，710円

票 数

単勝票数 計 640315 的中 � 28199（7番人気）
複勝票数 計 926103 的中 � 37199（8番人気）� 150765（2番人気）� 46990（7番人気）
枠連票数 計 479041 的中 （1－7） 9971（18番人気）
馬連票数 計1711694 的中 �� 28075（19番人気）
馬単票数 計 752837 的中 �� 4672（48番人気）
ワイド票数 計1011388 的中 �� 14680（21番人気）�� 6409（49番人気）�� 24880（7番人気）
3連複票数 計2429276 的中 ��� 10521（62番人気）
3連単票数 計2905151 的中 ��� 1552（487番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―13．0―13．0―12．1―12．3―12．7―12．9―14．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．8―37．8―50．8―1：02．9―1：15．2―1：27．9―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ドラゴンキングダム �
�
父 Roman Ruler �

�
母父 Cherokee Run デビュー 2013．11．24 東京2着

2011．3．23生 牡6黒鹿 母 Earlybird Road 母母 Kiss N Make Up 13戦3勝 賞金 32，400，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ダンディーレイ号・メリーウィドウ号



00057 1月15日 晴 良 （29中山1）第5日 第9競走 ��
��1，200�

はつはる

初春ステークス
発走14時25分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，28．1．16以降29．1．8まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

816 アールプロセス 牡6鹿 55 石川裕紀人池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 514－ 41：10．8 9．2�
23 ア ト ラ ン タ 牡5鹿 54 武士沢友治桐谷 茂氏 古賀 史生 新冠 高瀬牧場 548－ 2 〃 アタマ 8．5�
713 ブラインドサイド �8鹿 56 吉田 隼人諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム B504＋ 6 〃 ハナ 10．8�
714� ベ ッ ク 牡6栗 56 横山 典弘細川祐季子氏 牧浦 充徳 平取 稲原牧場 506＋ 61：11．11	 7．2�
815 ナンヨーカノン 牝7青鹿52 柴田 善臣中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 472－ 21：11．31
 43．0�
12 � スズカアーサー 牡8鹿 54 長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 500＋ 21：11．4� 56．5�
47 ゲマインシャフト 牡7鹿 55 柴田 大知丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 520－10 〃 ハナ 23．4	
48 リバーソウル 牡6黒鹿54 北村 宏司林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 478＋101：11．5� 79．5

35 ドリームドルチェ 牡5青鹿56 野中悠太郎ライオンレースホース� 根本 康広 日高 滝本 健二 514＋ 81：11．6	 17．0�
36 マルヨバクシン 牝5栗 55 石橋 脩野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 B500－ 4 〃 ハナ 6．6
612 トウカイビジョン 牡7鹿 53 北村 友一内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 504＋ 2 〃 クビ 76．7�
11 チュラカーギー 牝4栗 52 戸崎 圭太瀬谷 �雄氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：11．7� 2．5�
611 キープレイヤー 牝6青鹿51 松岡 正海下河邉 博氏 手塚 貴久 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 518－ 41：12．12� 82．0�
24 モ ン テ ネ オ 牡7黒鹿54 田辺 裕信毛利 喜昭氏 小島 茂之 新ひだか タイヘイ牧場 496＋10 〃 アタマ 37．8�
59 イーグルカザン 牡9鹿 53 藤田菜七子山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 538± 0 〃 アタマ 159．5�
510 サクラフローラ 牝6黒鹿52 勝浦 正樹�さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 谷岡スタット 534＋ 21：12．41� 22．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 92，299，700円 複勝： 141，258，400円 枠連： 66，537，300円
馬連： 237，380，000円 馬単： 105，849，500円 ワイド： 135，890，500円
3連複： 333，204，900円 3連単： 442，532，300円 計： 1，554，952，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 290円 � 290円 � 300円 枠 連（2－8） 2，880円

馬 連 �� 3，790円 馬 単 �� 8，740円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 1，090円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 11，030円 3 連 単 ��� 71，920円

票 数

単勝票数 計 922997 的中 � 79901（5番人気）
複勝票数 計1412584 的中 � 126134（5番人気）� 126993（4番人気）� 121592（6番人気）
枠連票数 計 665373 的中 （2－8） 17850（12番人気）
馬連票数 計2373800 的中 �� 48418（15番人気）
馬単票数 計1058495 的中 �� 9076（33番人気）
ワイド票数 計1358905 的中 �� 27123（14番人気）�� 32334（9番人気）�� 27957（13番人気）
3連複票数 計3332049 的中 ��� 22638（35番人気）
3連単票数 計4425323 的中 ��� 4461（228番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―10．9―11．6―12．2―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．3―44．9―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アールプロセス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Private Account デビュー 2013．11．17 東京8着

2011．3．26生 牡6鹿 母 マチカネハツシマダ 母母 Yousefia 23戦5勝 賞金 93，868，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ウエスタンラムール号・ガッサンプレイ号・シェアード号

00058 1月15日 晴 良 （29中山1）第5日 第10競走 ��
��1，600�ニューイヤーステークス

発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，日本馬：4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万
円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競
走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

611 マイネルアウラート 牡6黒鹿58 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 472＋ 81：33．5 15．4�

23 グランシルク 牡5鹿 56 戸崎 圭太 �シルクレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 508＋ 21：33．71	 2．4�
12 ウインファビラス 牝4芦 53 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 468＋ 21：33．91	 11．6�
713 ブレイブスマッシュ 牡4鹿 55 横山 典弘島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 498＋ 6 〃 クビ 7．8	
48 コスモソーンパーク 牡9青鹿58 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム B492＋ 61：34．0
 71．3

47 � シベリアンスパーブ 牡8鹿 56 田中 勝春藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 508＋121：34．1クビ 82．5�
35 メドウラーク 牡6鹿 56 石橋 脩吉田 勝己氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 500± 0 〃 クビ 145．4�
815 ミッキーラブソング 牡6黒鹿57 田辺 裕信野田みづき氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 462－ 21：34．2クビ 16．1
24 ウキヨノカゼ 牝7黒鹿56 吉田 豊國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーフレンズファーム 502＋18 〃 ハナ 12．5�
11 アングライフェン 牡5鹿 56 北村 友一前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472± 0 〃 ハナ 35．0�
510 バロンドゥフォール �7鹿 56 木幡 巧也窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 484± 0 〃 クビ 37．5�
36 グァンチャーレ 牡5青鹿56 蛯名 正義松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 中央牧場 474＋ 41：34．3クビ 5．9�
816 エンジェルフェイス 牝4黒鹿53 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 500＋ 2 〃 クビ 44．5�
612 ダイワリベラル 牡6黒鹿57 北村 宏司大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 532＋ 41：34．51	 10．2�
714 バッドボーイ 牡7鹿 56 石川裕紀人畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 512± 0 〃 クビ 203．6�
59  イ ッ テ ツ 牡5鹿 56 大野 拓弥林 正道氏 斎藤 誠 愛 Swordle-

stown Stud 490＋ 21：34．7
 26．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 108，778，200円 複勝： 162，633，400円 枠連： 81，377，400円
馬連： 324，072，500円 馬単： 135，058，600円 ワイド： 170，235，100円
3連複： 482，155，300円 3連単： 653，495，400円 計： 2，117，805，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，540円 複 勝 � 360円 � 130円 � 290円 枠 連（2－6） 630円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 4，900円

ワ イ ド �� 760円 �� 2，200円 �� 640円

3 連 複 ��� 5，640円 3 連 単 ��� 43，160円

票 数

単勝票数 計1087782 的中 � 56471（7番人気）
複勝票数 計1626334 的中 � 88767（7番人気）� 484449（1番人気）� 118210（5番人気）
枠連票数 計 813774 的中 （2－6） 99946（1番人気）
馬連票数 計3240725 的中 �� 134425（6番人気）
馬単票数 計1350586 的中 �� 20661（15番人気）
ワイド票数 計1702351 的中 �� 58436（6番人気）�� 18850（28番人気）�� 71116（5番人気）
3連複票数 計4821553 的中 ��� 64115（17番人気）
3連単票数 計6534954 的中 ��� 10977（124番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．4―11．7―11．8―11．6―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．7―35．1―46．8―58．6―1：10．2―1：21．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F34．9

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

勝馬の
紹 介

マイネルアウラート �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2013．9．17 中山1着

2011．3．6生 牡6黒鹿 母 マイネシャンゼリゼ 母母 セーヌフロウ 33戦8勝 賞金 170，312，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マテンロウボス号
（非抽選馬） 2頭 スズカデヴィアス号・ダッシングブレイズ号



00059 1月15日 晴 良 （29中山1）第5日 第11競走 ��
��2，000�第57回京 成 杯（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
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

京成電鉄株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 539，000円 154，000円 77，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

58 コマノインパルス 牡3黒鹿56 田辺 裕信長谷川芳信氏 菊川 正達 むかわ 新井牧場 462－ 22：02．5 3．8�
611 ガンサリュート 牡3黒鹿56 北村 友一 �キャロットファーム 安田 隆行 新ひだか 木村 秀則 506＋ 6 〃 クビ 14．4�
22 マイネルスフェーン 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 442＋ 42：02．6	 6．5�
35 ジュニエーブル 牡3鹿 56 吉田 豊柴田 洋一氏 竹内 正洋 浦河 鎌田 正嗣 446－ 22：02．7
 254．3�
712 アサギリジョー 牡3鹿 56 石川裕紀人河内 孝夫氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 486± 02：02．8
 18．8	
815� バ リ ン グ ラ 牡3鹿 56 石橋 脩 �キャロットファーム 堀 宣行 愛 Barron-

stown Stud 528＋ 4 〃 ハナ 20．0

47 サンティール 牝3鹿 54 内田 博幸吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 454＋ 22：02．9クビ 36．3�
46 ニシノアモーレ 牝3栗 54 大野 拓弥西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 藤原牧場 428＋ 82：03．11 24．4�
59 アダマンティン 牡3鹿 56 横山 典弘�G1レーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム 538± 0 〃 クビ 47．4
34 ポポカテペトル 牡3芦 56 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 476－ 22：03．31� 7．8�
814 ベストリゾート 牡3鹿 56 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 472± 0 〃 アタマ 9．1�
610 アダムバローズ 牡3黒鹿56 蛯名 正義猪熊 広次氏 角田 晃一 新ひだか 服部 健太郎 512＋ 8 〃 ハナ 27．1�
713� メ リ オ ラ 牡3鹿 56 吉田 隼人前田 幸治氏 中竹 和也 米 Diamond A

Racing Corp. 416± 02：03．4クビ 50．9�
11 サーベラージュ 牡3栗 56 柴山 雄一�G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 486－ 42：03．5
 6．5�
23 イ ブ キ 牡3黒鹿56 柴田 善臣井山 登氏 奥村 武 新冠 岩見牧場 476＋102：03．71 7．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 260，304，400円 複勝： 335，980，300円 枠連： 218，327，400円
馬連： 945，775，600円 馬単： 389，050，500円 ワイド： 418，511，400円
3連複： 1，480，997，100円 3連単： 2，196，541，200円 計： 6，245，487，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 360円 � 190円 枠 連（5－6） 1，600円

馬 連 �� 2，580円 馬 単 �� 3，970円

ワ イ ド �� 950円 �� 410円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 4，660円 3 連 単 ��� 23，040円

票 数

単勝票数 計2603044 的中 � 542407（1番人気）
複勝票数 計3359803 的中 � 750217（1番人気）� 183916（7番人気）� 464237（2番人気）
枠連票数 計2183274 的中 （5－6） 105566（6番人気）
馬連票数 計9457756 的中 �� 283332（8番人気）
馬単票数 計3890505 的中 �� 73461（10番人気）
ワイド票数 計4185114 的中 �� 110082（9番人気）�� 281264（1番人気）�� 66429（19番人気）
3連複票数 計14809971 的中 ��� 238202（9番人気）
3連単票数 計21965412 的中 ��� 69118（42番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―13．1―12．1―12．6―12．2―12．4―12．2―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．8―36．9―49．0―1：01．6―1：13．8―1：26．2―1：38．4―1：50．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コマノインパルス �
�
父 バ ゴ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．10．22 東京1着

2014．4．23生 牡3黒鹿 母 コマノアクラ 母母 リンデンジョオー 3戦2勝 賞金 49，613，000円
〔制裁〕 コマノインパルス号の騎手田辺裕信は，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：4番・1番）

00060 1月15日 晴 良 （29中山1）第5日 第12競走 ��
��2，200�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
2：10．1
2：09．9

良
良

611� サンタフェチーフ 牝5黒鹿55 北村 宏司吉田 和美氏 斉藤 崇史 愛 Gestut Bona 470－ 42：14．3 9．6�
47 ブライトバローズ 牡5鹿 57 内田 博幸猪熊 広次氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 496＋ 22：14．72	 2．5�
712 コウキチョウサン 牡4鹿 56

55 ☆石川裕紀人�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 456＋ 8 〃 ハナ 35．8�
11 タケルラムセス 牡5鹿 57 勝浦 正樹森 保彦氏 田村 康仁 浦河 中村 雅明 484＋ 42：14．8	 30．0�
610 シークレットパス 牡6芦 57 丹内 祐次岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 82：14．9
 87．5�
58 グリントオブライト 牝4栗 54 戸崎 圭太 	サンデーレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 444＋20 〃 アタマ 5．3

23 オウケンブラック 牡6鹿 57 蛯名 正義福井 明氏 田中 剛 洞�湖 レイクヴィラファーム 480－ 22：15．0
 6．6�
22 ウインヴォラーレ 牡4黒鹿56 松岡 正海�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 456－ 42：15．1クビ 8．4�
814 シルクブルックリン 牡8黒鹿57 柴田 善臣 	シルクレーシング 奥村 武 新冠 対馬 正 556± 02：15．2
 68．4
59 デバイスドライバー 牡5栗 57 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 526－ 8 〃 ハナ 59．3�
34 テスタメント 牡6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 450＋ 22：15．51
 22．4�
35 テ オ ド ー ル 牡4鹿 56 柴山 雄一 	サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 540＋122：15．6	 13．9�
46 コスモジャーベ 牡4黒鹿56 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 坂本 智広 474＋ 4 〃 ハナ 20．0�
713 スズカヴァンガード �6栗 57

56 ☆長岡 禎仁永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 486＋ 42：15．91	 101．5�
815 ポーラメソッド 牡6芦 57 大野 拓弥 	シルクレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 508－ 22：17．49 77．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 117，971，100円 複勝： 150，678，700円 枠連： 84，572，300円
馬連： 339，369，400円 馬単： 151，991，300円 ワイド： 185，216，600円
3連複： 486，641，500円 3連単： 766，120，600円 計： 2，282，561，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 300円 � 140円 � 740円 枠 連（4－6） 1，370円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 3，540円

ワ イ ド �� 600円 �� 4，380円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 14，910円 3 連 単 ��� 76，310円

票 数

単勝票数 計1179711 的中 � 97424（5番人気）
複勝票数 計1506787 的中 � 110606（5番人気）� 412445（1番人気）� 38186（10番人気）
枠連票数 計 845723 的中 （4－6） 47839（5番人気）
馬連票数 計3393694 的中 �� 187635（4番人気）
馬単票数 計1519913 的中 �� 32115（10番人気）
ワイド票数 計1852166 的中 �� 85430（4番人気）�� 10378（44番人気）�� 24162（20番人気）
3連複票数 計4866415 的中 ��� 24470（51番人気）
3連単票数 計7661206 的中 ��� 7278（229番人気）

ハロンタイム 12．4―11．8―13．2―12．3―11．9―12．1―11．9―12．2―12．1―12．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．4―24．2―37．4―49．7―1：01．6―1：13．7―1：25．6―1：37．8―1：49．9―2：02．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�サンタフェチーフ �
�
父 Wiesenpfad �

�
母父 Tiger Hill デビュー 2014．11．30 東京3着

2012．4．9生 牝5黒鹿 母 Saldentigerin 母母 Salde 8戦3勝 賞金 24，800，000円
※出走取消馬 ドラゴンズタイム号（疾病〔左前肢跛行〕のため）



（29中山1）第5日 1月15日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 190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

272，590，000円
5，060，000円
15，760，000円
1，730，000円
32，030，000円
77，333，000円
5，195，000円
1，824，000円

勝馬投票券売得金
956，690，300円
1，474，989，000円
709，155，800円
2，721，389，400円
1，242，083，400円
1，467，776，000円
4，049，788，100円
5，764，959，000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 18，386，831，000円

総入場人員 22，483名 （有料入場人員 20，309名）
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