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00073 1月22日 晴 良 （29中山1）第7日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

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

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

48 � アースミステリー 牡3栗 56 丸山 元気 �グリーンファーム和田 正道 米 Best A Luck
Farm LLC B478＋ 21：13．5 55．7�

714� セイウンチャーム 牝3鹿 54
53 ☆石川裕紀人西山 茂行氏 手塚 貴久 米 H. Allen

Poindexter 470－ 2 〃 クビ 1．9�
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 482＋ 21：13．6クビ 9．3�
611 マ ッ タ ナ シ 牡3栗 56 柴山 雄一芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 久保 秀雄 B476± 01：13．7� 45．1�
35 ユキノドリーム 牡3鹿 56 田中 勝春井上 基之氏 新開 幸一 新冠 対馬 正 474＋ 2 〃 ハナ 4．9�
23 ヤマタケシンバ 牡3鹿 56 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 鎌田 正嗣 422＋ 41：14．01	 38．2	
59 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 452－ 4 〃 アタマ 35．2

713 デュトロノミー 牡3鹿 56 伊藤 工真�ミルファーム 土田 稔 浦河 櫛桁牧場 B490＋10 〃 ハナ 272．7�
510 エ ニ グ マ 牡3鹿 56 吉田 豊石瀬 浩三氏 高橋 文雅 日高 いとう牧場 504－ 8 〃 ハナ 52．5
612 ノボミリオンヌ 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹�LS.M 小野 次郎 浦河 高昭牧場 460＋ 61：14．1	 40．2�
815 ジ ッ テ 牡3鹿 56 内田 博幸山上 和良氏 的場 均 浦河 中島牧場 476＋201：14．31 76．2�
12 ハクサングロウ 牝3鹿 54 武士沢友治河﨑 五市氏 古賀 史生 浦河 
川 啓一 486＋ 6 〃 クビ 30．0�
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 492－ 41：14．4クビ 18．4�
47 カシノスイープ 牝3栗 54 柴田 大知柏木 務氏 和田 雄二 浦河 荻伏三好フ

アーム 492＋ 21：14．5	 6．8�
11 サノノショウグン 牡3栗 56

54 △井上 敏樹佐野 信幸氏 清水 英克 日高 豊洋牧場 446＋ 81：14．82 85．2�
36 カシマツインテール 牝3青鹿54 横山 和生松浦 一久氏 奥村 武 浦河 信成牧場 414－ 21：15．43	 27．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，986，400円 複勝： 56，834，900円 枠連： 16，727，500円
馬連： 67，991，800円 馬単： 36，201，800円 ワイド： 46，328，800円
3連複： 98，426，000円 3連単： 129，075，900円 計： 479，573，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，570円 複 勝 � 1，290円 � 110円 � 250円 枠 連（4－7） 590円

馬 連 �� 5，700円 馬 単 �� 17，650円

ワ イ ド �� 2，420円 �� 6，730円 �� 390円

3 連 複 ��� 10，860円 3 連 単 ��� 136，210円

票 数

単勝票数 計 279864 的中 � 4013（13番人気）
複勝票数 計 568349 的中 � 6207（13番人気）� 235307（1番人気）� 43949（4番人気）
枠連票数 計 167275 的中 （4－7） 21882（2番人気）
馬連票数 計 679918 的中 �� 9230（16番人気）
馬単票数 計 362018 的中 �� 1538（48番人気）
ワイド票数 計 463288 的中 �� 4638（24番人気）�� 1639（48番人気）�� 34741（3番人気）
3連複票数 計 984260 的中 ��� 6792（35番人気）
3連単票数 計1290759 的中 ��� 687（337番人気）

ハロンタイム 11．8―10．9―12．0―12．5―12．4―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．7―34．7―47．2―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アースミステリー �
�
父 Overdriven �

�
母父 Crusader Sword デビュー 2016．12．11 中山8着

2014．4．9生 牡3栗 母 Terry M. 母母 Appealing Brunette 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ユキノドリーム号の騎手田中勝春は，向正面で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：7番）
〔その他〕 ユキノドリーム号は，向正面で銜受けが不良となったことについて平地調教注意。
※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 ダイメイピット号

00074 1月22日 晴 良 （29中山1）第7日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時40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

36 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 544＋ 41：55．9 1．7�
510 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 480＋ 4 〃 ハナ 3．7�
23 エ ナ ホ ー プ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹宮原 廣伸氏 松永 康利 日高 沖田牧場 488＋ 81：57．17 15．7�
48 オーシャンケリー 牝3鹿 54 吉田 隼人高橋 佑吉氏 中川 公成 浦河 地興牧場 440－ 21：57．2� 152．8�
11 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 422－ 21：57．41 14．3	
47 ルートフォーミー 牝3黒鹿54 柴山 雄一前田 晋二氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440± 01：58．35 24．8

611 ユキノレーヌ 牝3栗 54 津村 明秀井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 414－101：58．51 16．5�
713 ルミナスコースト 牝3鹿 54 C．ルメール �社台レースホース和田正一郎 千歳 社台ファーム 442－121：58．71� 15．2�
35 メ グ ミ 牝3黒鹿54 江田 照男鈴木 照雄氏 武市 康男 新ひだか 前田ファーム 470＋ 41：58．91� 131．0
59 トラストエンジェル 牝3黒鹿 54

53 ☆石川裕紀人菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 中地 義次 410－ 62：00．07 35．9�
815 ヤマニンイリザブル 牝3鹿 54 村田 一誠土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 440± 02：00．85 161．4�
12 アップルパンチ 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新冠 オリエント牧場 408± 02：00．9� 194．3�
714 ジョリーウッド 牝3黒鹿 54

52 △木幡 巧也冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 440＋102：01．43 248．6�
24 ヤマタケナゴミ 牝3鹿 54 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 日高 沖田牧場 468＋102：02．14 417．8�
612 リワードミニヨン 牝3芦 54 内田 博幸宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード 472＋ 22：02．73� 47．5�
816 ペイシャフローレス 牝3鹿 54

53 ☆長岡 禎仁北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 458－ 62：03．76 52．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，609，600円 複勝： 92，431，300円 枠連： 18，471，500円
馬連： 63，438，500円 馬単： 41，852，400円 ワイド： 39，932，400円
3連複： 86，422，800円 3連単： 141，250，100円 計： 514，408，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 110円 � 190円 枠 連（3－5） 230円

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 360円

ワ イ ド �� 160円 �� 380円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 2，500円

票 数

単勝票数 計 306096 的中 � 143679（1番人気）
複勝票数 計 924313 的中 � 616064（1番人気）� 110357（2番人気）� 36767（4番人気）
枠連票数 計 184715 的中 （3－5） 62119（1番人気）
馬連票数 計 634385 的中 �� 188518（1番人気）
馬単票数 計 418524 的中 �� 85131（1番人気）
ワイド票数 計 399324 的中 �� 85303（1番人気）�� 23321（2番人気）�� 13523（8番人気）
3連複票数 計 864228 的中 ��� 59077（3番人気）
3連単票数 計1412501 的中 ��� 40829（4番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．6―13．3―13．1―13．1―13．3―13．1―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―36．6―49．9―1：03．0―1：16．1―1：29．4―1：42．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．9―3F39．8
1
3

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

勝馬の
紹 介

ポールヴァンドル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Fasliyev デビュー 2016．10．9 東京2着

2014．3．22生 牝3芦 母 レディドーヴィル 母母 Mercalle 4戦1勝 賞金 11，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジョリーウッド号・ヤマタケナゴミ号・リワードミニヨン号・ペイシャフローレス号は，「タイムオーバー

による出走制限」のため，平成29年2月22日まで平地競走に出走できない。

第１回 中山競馬 第７日



00075 1月22日 晴 良 （29中山1）第7日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時10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

713 シャドウボーダー �3栗 56 大野 拓弥飯塚 知一氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 508＋ 61：56．9 45．7�
611 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± 01：57．0� 3．5�
36 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± 0 〃 アタマ 45．2�
816 コスモオペラ 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 正道 新ひだか 岡田 猛 480＋ 2 〃 ハナ 5．8�
23 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± 01：57．42 6．7�
815 トモジャヴァリ 牡3鹿 56 V．シュミノー 吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 前谷 武志 444－ 41：57．61� 4．6	

（仏）

24 シチテンハッキ 牝3鹿 54 松岡 正海 H.F Association 高橋 祥泰 新ひだか 大典牧場 450＋ 21：57．7� 31．7

47 タイセイエピローグ 牡3栗 56 戸崎 圭太田中 成奉氏 池上 昌弘 新ひだか 下屋敷 登

喜夫 472＋ 41：57．91 12．2�
510 ガクチカキッズ 牡3黒鹿56 田中 勝春菊地 祐司氏 大江原 哲 安平 追分ファーム 450＋ 41：58．32� 124．3�
612 フォーハンドレッド 牡3黒鹿56 内田 博幸窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 482＋ 61：58．72� 16．0
12 ホワイトキングダム 牡3芦 56 丸山 元気村山 忠弘氏 根本 康広 白老 習志野牧場 482＋ 2 〃 クビ 118．1�
35 サンニューオリンズ 牝3栗 54 武士沢友治 �加藤ステーブル 高橋 文雅 浦河 冨岡 博一 438＋ 21：58．91� 52．3�
714 カシノルーラー 牡3鹿 56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 藤沢牧場 468＋ 81：59．0� 344．8�
11 ウインドロイヤル 牡3栗 56

55 ☆石川裕紀人福原 正博氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 484＋101：59．31� 31．8�
48 ウインドブリバティ �3黒鹿56 柴山 雄一�木村牧場 鹿戸 雄一 日高 木村牧場 528－ 61：59．5� 20．8�
59 インスティンクト 牡3青鹿56 田辺 裕信�ノースヒルズ 上原 博之 日高 戸川牧場 B480± 02：00．56 9．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，696，600円 複勝： 38，601，400円 枠連： 18，595，500円
馬連： 59，014，300円 馬単： 27，880，100円 ワイド： 36，576，100円
3連複： 84，781，100円 3連単： 95，299，400円 計： 385，444，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，570円 複 勝 � 910円 � 170円 � 930円 枠 連（6－7） 8，890円

馬 連 �� 12，420円 馬 単 �� 26，460円

ワ イ ド �� 2，970円 �� 17，140円 �� 2，430円

3 連 複 ��� 146，510円 3 連 単 ��� 1，096，690円

票 数

単勝票数 計 246966 的中 � 4317（12番人気）
複勝票数 計 386014 的中 � 9064（10番人気）� 84130（1番人気）� 8832（11番人気）
枠連票数 計 185955 的中 （6－7） 1621（21番人気）
馬連票数 計 590143 的中 �� 3682（36番人気）
馬単票数 計 278801 的中 �� 790（78番人気）
ワイド票数 計 365761 的中 �� 3192（32番人気）�� 542（84番人気）�� 3930（22番人気）
3連複票数 計 847811 的中 ��� 434（224番人気）
3連単票数 計 952994 的中 ��� 63（1430番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―13．2―13．5―12．8―12．3―12．8―13．3―14．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―38．0―51．5―1：04．3―1：16．6―1：29．4―1：42．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．6―3F40．3
1
3
1，13，16（6，12）4，10（7，11，15）（2，9）8－3－14－5
1，16，13－（4，6）（11，12）（7，10，15，9）（2，3）－（8，14）5

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

勝馬の
紹 介

シャドウボーダー �
�
父 ローエングリン �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．10．10 東京14着

2014．4．3生 �3栗 母 アロマキャンドル 母母 エアインセンス 3戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ニシノリヒト号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

00076 1月22日 晴 良 （29中山1）第7日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時40分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

36 グッドヒューマー 牡3栗 56 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 武田牧場 466＋ 81：12．0 2．5�
612 スズカグラーテ 牝3黒鹿 54

53 ☆長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 444＋ 81：12．1� 8．7�
611 ミ ス パ イ ロ 牝3黒鹿54 松岡 正海村田 哲朗氏 浅野洋一郎 日高 戸川牧場 468± 01：12．52� 28．2�
48 エ ッ シ ャ ー 牡3栗 56 蛯名 正義小田 吉男氏 中竹 和也 新冠 ハクツ牧場 478－ 41：12．6� 26．1�
47 アースヴィグラス 牝3鹿 54 丸山 元気松山 増男氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 426－ 2 〃 ハナ 98．8�
35 ハルクンノテソーロ 牡3黒鹿56 大野 拓弥了德寺健二氏 高木 登 新冠 長浜牧場 476＋ 4 〃 アタマ 14．2	
815 サ ノ ラ ブ 牝3青鹿54 吉田 隼人佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 沖田牧場 454＋ 21：12．7クビ 29．1

714 メイショウグジョウ 牡3栗 56 柴田 善臣松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 470＋ 6 〃 アタマ 35．4�
24 ヴィーグリーズ 牡3鹿 56

54 △井上 敏樹�服部牧場 清水 英克 新ひだか 服部 健太郎 468＋ 21：12．8� 204．7
713 サンタアズライト 牡3栗 56

54 △木幡 巧也岡田 壮史氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 468± 01：13．11� 13．5�
59 ザベストエバー 牡3黒鹿56 内田 博幸古賀 慎一氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 444－ 21：13．31� 18．8�
12 アッティーヴォ 牡3栗 56 柴山 雄一奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 大典牧場 430＋ 41：13．4クビ 10．0�
816	 ギ ン チ ャ ン 牝3鹿 54 武士沢友治阿部榮乃進氏 星野 忍 厚真 阿部 栄乃進 442－ 2 〃 クビ 270．5�
510 サクセスライン 牝3黒鹿54 菅原 隆一島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 492－ 41：13．71� 69．0�
11 
 メダーリアフレイム 牡3鹿 56 田辺 裕信 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 米 Gallagher’s

Stud 466＋ 61：14．55 18．5�
23 
 オールドベイリー 牡3黒鹿56 C．ルメール H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 米 Elm Tree

Farm, LLC 472＋ 2 （競走中止） 4．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，540，900円 複勝： 55，883，200円 枠連： 22，052，500円
馬連： 76，402，800円 馬単： 38，176，000円 ワイド： 51，311，000円
3連複： 107，329，800円 3連単： 126，222，900円 計： 516，919，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 220円 � 460円 枠 連（3－6） 640円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，170円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 5，030円 3 連 単 ��� 17，320円

票 数

単勝票数 計 395409 的中 � 125384（1番人気）
複勝票数 計 558832 的中 � 173083（1番人気）� 58270（3番人気）� 21363（9番人気）
枠連票数 計 220525 的中 （3－6） 26650（2番人気）
馬連票数 計 764028 的中 �� 79130（2番人気）
馬単票数 計 381760 的中 �� 24156（2番人気）
ワイド票数 計 513110 的中 �� 44731（2番人気）�� 10604（12番人気）�� 5903（23番人気）
3連複票数 計1073298 的中 ��� 15985（16番人気）
3連単票数 計1262229 的中 ��� 5281（37番人気）

ハロンタイム 11．8―10．8―11．6―12．1―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．6―34．2―46．3―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グッドヒューマー �
�
父 ローエングリン �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2016．10．10 東京1着

2014．5．15生 牡3栗 母 ベ ネ ラ 母母 ダーケストスター 5戦2勝 賞金 21，602，000円
〔競走中止〕 オールドベイリー号は，発走後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 サクセスライン号の騎手菅原隆一は，4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：9番）
※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 ストレンジウーマン号・セイウンストリーム号・ドリームアロー号・トロピカルスパート号・ハシルキセキ号・

ポッドジーニー号・マコトパパヴェロ号



00077 1月22日 晴 良 （29中山1）第7日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時30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

59 チャロネグロ 牡3黒鹿56 田辺 裕信金子真人ホール
ディングス� 大和田 成 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502－ 82：02．0 11．4�
611 パルフェクォーツ 牡3栗 56 C．ルメール �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 532＋ 22：02．1� 1．3�
48 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 498＋ 22：02．52� 10．7�
816 ローリングタワー 牡3黒鹿56 柴田 善臣本間 茂氏 伊藤 伸一 浦河 大道牧場 438＋ 4 〃 クビ 20．6�
612 ウインポプリ 牝3鹿 54 松岡 正海�ウイン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 452＋ 42：02．71� 24．1	
47 マイネルヴンシュ 牡3鹿 56 柴田 大知 �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 448－ 6 〃 アタマ 12．8

36 ベルウッドデナリ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹鈴木 照雄氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 492± 02：02．8� 56．5�
35 ハートリッチ 牡3黒鹿56 V．シュミノー 宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 462＋ 82：03．22� 22．5�

（仏）

11 ジョリーラブ 牡3栗 56 江田 照男島川 哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 482－ 42：03．94 64．2�
23 グリフレット 牡3鹿 56 柴山 雄一 �社台レースホース水野 貴広 千歳 社台ファーム 438± 02：04．0� 197．5�
24 ダンスアラウンド 牡3鹿 56 吉田 隼人 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム 534－ 42：04．21 17．7�
815 マ ギ カ 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎岡田 隆寛氏 石栗 龍彦 新ひだか 岡田牧場 428＋ 62：05．15 244．7�
510 イエローセクション 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹 TURH 浅野洋一郎 浦河 王蔵牧場 384－ 82：05．2� 280．4�
714 サクラエテルノ 牡3鹿 56

55 ☆石川裕紀人�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡牧場 524＋ 22：06．26 98．9�
713 メヘンディラート 牝3栗 54 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 日高 中前牧場 438－ 42：06．52 257．0�
12 ラファーガラーゼン 牡3栗 56 横山 和生ホースアディクト杉浦 宏昭 新ひだか 見上牧場 438± 02：07．03 293．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，157，100円 複勝： 136，390，500円 枠連： 20，463，100円
馬連： 66，903，200円 馬単： 49，979，100円 ワイド： 45，143，600円
3連複： 91，033，200円 3連単： 169，610，100円 計： 614，679，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 190円 � 110円 � 150円 枠 連（5－6） 700円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 290円 �� 930円 �� 210円

3 連 複 ��� 1，530円 3 連 単 ��� 12，670円

票 数

単勝票数 計 351571 的中 � 24652（3番人気）
複勝票数 計1363905 的中 � 43747（4番人気）� 1058621（1番人気）� 68962（2番人気）
枠連票数 計 204631 的中 （5－6） 22609（2番人気）
馬連票数 計 669032 的中 �� 77016（3番人気）
馬単票数 計 499791 的中 �� 15502（9番人気）
ワイド票数 計 451436 的中 �� 39989（3番人気）�� 10205（9番人気）�� 63879（1番人気）
3連複票数 計 910332 的中 ��� 44542（2番人気）
3連単票数 計1696101 的中 ��� 9704（45番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―13．0―12．2―13．3―12．4―12．1―11．9―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．5―36．5―48．7―1：02．0―1：14．4―1：26．5―1：38．4―1：50．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

チャロネグロ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2016．12．17 中山9着

2014．2．9生 牡3黒鹿 母 ル ミ ネ ン ス 母母 チ ャ ン ジ イ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 バトルエニシ号
（非抽選馬） 4頭 ブレイビットアウト号・ヘラクレスバイオ号・メイプルストロング号・ラストプライドワン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

00078 1月22日 晴 良 （29中山1）第7日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走13時00分 （芝・右・外）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

23 セイウンキラビヤカ 牝3鹿 54 内田 博幸西山 茂行氏 池上 昌和 日高 賀張中川牧場 472 ―1：36．3 6．8�
36 エイブルサラ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 436 ―1：36．93� 13．7�
11 ベ ル ビ ュ ー 牝3鹿 54

53 ☆長岡 禎仁 �ローレルレーシング 高橋 文雅 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 434 ―1：37．22 35．6�

611 ブライトメモリー 牝3黒鹿54 戸崎 圭太広尾レース� 小崎 憲 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 466 ―1：37．41 4．1�

612 ナチュラルシンジュ 牝3栗 54 伊藤 工真 �丸幸小林牧場 清水 英克 浦河 丸幸小林牧場 434 ― 〃 クビ 118．8	
48 オモイデヲノセテ 牝3黒鹿54 木幡 初広福田 光博氏 根本 康広 日高 長谷川牧場 426 ―1：37．5� 102．0

510 ヤマニンリュネビル 牝3栗 54 柴田 善臣土井 肇氏 蛯名 利弘 浦河 廣田 伉助 500 ―1：37．6クビ 12．7�
47 ア ク ア リ オ 牝3鹿 54 田中 勝春村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 452 ― 〃 クビ 8．0�
815 シンキングターボ 牡3栗 56 嘉藤 貴行佐藤 雄司氏 大和田 成 新ひだか 山際牧場 484 ―1：38．02� 99．8
12 コンカドール 牝3鹿 54 田辺 裕信草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 434 ―1：38．1� 3．9�
714 シェリレーヌ 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎飯田 政子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 438 ― 〃 アタマ 26．2�
713 オ フ コ ー ス 牡3栗 56

53 ▲菊沢 一樹佐々木 徹氏 中川 公成 新冠 シンユウフアーム 456 ―1：38．2クビ 103．1�
816 ダイコウサク 牡3鹿 56 二本柳 壮橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 496 ― 〃 ハナ 19．4�
59 タマノプリマベーラ 牝3鹿 54 柴田 大知玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 464 ―1：38．62� 31．8�
24 ネオヴァヴェル 牡3芦 56

54 △木幡 巧也小林 仁幸氏 伊藤 正徳 安平 ノーザンファーム 500 ―1：38．81� 7．2�
35 フレンドゴーゴー 牡3鹿 56 岩部 純二横尾 晴人氏 南田美知雄 新冠 村上 欽哉 484 ―1：40．18 166．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，412，200円 複勝： 38，350，700円 枠連： 19，771，800円
馬連： 66，682，200円 馬単： 32，214，700円 ワイド： 37，759，900円
3連複： 80，765，400円 3連単： 105，869，400円 計： 412，826，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 260円 � 390円 � 1，340円 枠 連（2－3） 2，210円

馬 連 �� 3，680円 馬 単 �� 7，090円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 4，310円 �� 6，670円

3 連 複 ��� 54，910円 3 連 単 ��� 258，430円

票 数

単勝票数 計 314122 的中 � 36837（3番人気）
複勝票数 計 383507 的中 � 44535（3番人気）� 25783（6番人気）� 6452（11番人気）
枠連票数 計 197718 的中 （2－3） 6908（9番人気）
馬連票数 計 666822 的中 �� 14043（14番人気）
馬単票数 計 322147 的中 �� 3404（25番人気）
ワイド票数 計 377599 的中 �� 7739（14番人気）�� 2234（43番人気）�� 1433（53番人気）
3連複票数 計 807654 的中 ��� 1103（131番人気）
3連単票数 計1058694 的中 ��� 297（642番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．2―3F35．7

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

勝馬の
紹 介

セイウンキラビヤカ �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 フサイチコンコルド 初出走

2014．4．25生 牝3鹿 母 オールザダイアナ 母母 スマイルホリデー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 フレンドゴーゴー号は，発進不良〔外側に逃避〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の18頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）18頭 アルコ号・インシュラー号・エイエンノウソ号・エメラルスター号・クリュティエ号・シングンマイケル号・

スペシャルタレント号・テイエムモモタロー号・パープルハート号・ピサノベルベット号・フナウタ号・
ブラックギムレット号・マイネルカノッサー号・ミツカネハート号・ムーンライトレディ号・モリトシラギク号・
レックスフォルス号・レーヌジャルダン号



00079 1月22日 晴 良 （29中山1）第7日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時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
1：48．5
1：47．8

重
重

611 アスタリスク 牡4鹿 56 柴山 雄一石川 達絵氏 奥村 武 新ひだか 山際 智 470＋ 41：55．2 52．5�
713 ダイワハッスル 牡5栃栗 57

56 ☆石川裕紀人大城 敬三氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム B484－ 2 〃 ハナ 5．1�
510 ダイワチャーチル 牡4鹿 56

53 ▲野中悠太郎大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B510± 0 〃 ハナ 14．2�
24 ユニゾンデライト 牡4鹿 56 田辺 裕信 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム 488＋ 61：55．52 6．0�
36 ジェイケイライアン 牡5鹿 57 勝浦 正樹小谷野次郎氏 菅原 泰夫 新ひだか 藤川フアーム B482± 01：55．81� 51．3�
11 アオイオンリーワン 牡5栗 57 内田 博幸新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 520＋ 21：55．9� 7．2	
12 � パイロスター 	5黒鹿57 田中 勝春藤沼 利夫氏 小野 次郎 登別 青藍牧場 482＋101：56．22 99．2

612 キャプテンロブロイ 牡4青鹿56 C．ルメール �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 514＋ 41：56．3� 5．8�
714 ア オ イ ソ ラ 牡4鹿 56 吉田 豊�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 504＋121：56．4クビ 28．9�
35 ビレッジゴールド 牡4栗 56 横山 和生村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 496＋361：56．61
 60．1
48 タンサンドール 	4栗 56 V．シュミノー Viridian Keiba Club 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 488－ 61：56．7クビ 45．1�

（仏）

815 ポルトドレーヴ 牡4鹿 56 戸崎 圭太村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 468＋ 81：57．12� 4．0�
59 グランシャリオ 牡5栗 57 津村 明秀村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム B466＋ 81：57．3� 58．1�
47 フォーワンタイキ 牡5栗 57 柴田 善臣川島 与市氏 石毛 善彦 新ひだか 猪野毛牧場 B462＋ 41：57．61� 184．2�
23 ヴィータファン 	4鹿 56

54 △木幡 巧也猿田 栄二氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 470－ 8 〃 アタマ 15．7�
816 メイショウアンカー 	4黒鹿56 蛯名 正義松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 524＋121：59．9大差 17．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，023，800円 複勝： 52，867，400円 枠連： 22，946，500円
馬連： 94，347，200円 馬単： 39，762，100円 ワイド： 53，657，100円
3連複： 124，711，900円 3連単： 151，916，000円 計： 576，232，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，250円 複 勝 � 1，000円 � 190円 � 320円 枠 連（6－7） 1，260円

馬 連 �� 12，750円 馬 単 �� 26，930円

ワ イ ド �� 2，880円 �� 7，220円 �� 620円

3 連 複 ��� 33，270円 3 連 単 ��� 305，090円

票 数

単勝票数 計 360238 的中 � 5485（12番人気）
複勝票数 計 528674 的中 � 11179（13番人気）� 87454（1番人気）� 41716（6番人気）
枠連票数 計 229465 的中 （6－7） 14021（5番人気）
馬連票数 計 943472 的中 �� 5733（39番人気）
馬単票数 計 397621 的中 �� 1107（86番人気）
ワイド票数 計 536571 的中 �� 4656（31番人気）�� 1829（66番人気）�� 24003（3番人気）
3連複票数 計1247119 的中 ��� 2811（106番人気）
3連単票数 計1519160 的中 ��� 361（810番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．4―13．1―12．7―13．0―13．6―13．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―36．0―49．1―1：01．8―1：14．8―1：28．4―1：41．8

コーナー
通過順位

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アスタリスク �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．12．6 中京10着

2013．4．30生 牡4鹿 母 エンゼルジョーカー 母母 ビューチフルドラマ 9戦2勝 賞金 13，800，000円
〔制裁〕 アスタリスク号の騎手柴山雄一は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）
※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 シベリウス号・メイショウフェイク号・レアルイモン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

00080 1月22日 晴 良 （29中山1）第7日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走14時00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

713 ワ ン ボ ー イ 牡5栗 57 田中 勝春稲川 一氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 498＋ 21：12．3 5．2�
814 マサノシーザー 牡4鹿 56 大野 拓弥猪野毛雅人氏 清水 英克 新ひだか 猪野毛牧場 494＋ 21：12．51� 6．5�
22 キチロクステージ 牡4鹿 56 二本柳 壮山本 正美氏 二本柳俊一 新冠 競優牧場 480＋ 6 〃 ハナ 53．4�
815	
 エーシンザピーク 牡7栗 57

54 ▲野中悠太郎本田 恒雄氏 南田美知雄 米
Elkhorn Creek Farm
LLC & Giant’s
Causeway Syndicate

B488± 0 〃 ハナ 192．2�
59 ハヤブサレディゴー 牝4栗 54 C．ルメール 武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 486＋ 21：12．6� 7．6�
23 ラスカルグレイ �4芦 56 柴田 大知岡田 牧雄氏 木村 哲也 新ひだか 岡田スタツド 492＋10 〃 ハナ 27．4�
11 マンゴジェリー 牡5鹿 57 松岡 正海窪田 康志氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 478＋161：12．81 36．7	
611 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 480－ 41：13．01� 10．6

35 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 480－ 4 〃 クビ 2．4�
712 カキツバタチグサ 牡4鹿 56 津村 明秀芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 様似 富田 恭司 520＋181：13．31 11．2�
610 イ ア ペ ト ス 牡5鹿 57 柴山 雄一ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 496－ 41：13．61 13．8�
46 
 ナ ポ レ オ ン 牡5栗 57

56 ☆石川裕紀人前迫 義幸氏 尾関 知人 新ひだか タイヘイ牧場 482＋121：14．02� 252．5�
34 
 ウエスタンボルト �4鹿 56 横山 和生西川 賢氏 小野 次郎 新ひだか ウエスタンファーム 464＋ 31：14．1� 164．1�
58 マインドブロウ 牡5栗 57 内田 博幸林 勝宗氏 的場 均 日高 白瀬 盛雄 518＋261：15．9大差 269．5�
47 
 ラッキーバタフライ 牡4青鹿 56

54 △木幡 巧也栗山 良子氏 上原 博之 新冠 村上 欽哉 444－ 91：16．32� 195．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 49，192，500円 複勝： 69，701，200円 枠連： 27，398，300円
馬連： 115，408，400円 馬単： 53，702，900円 ワイド： 63，807，000円
3連複： 145，462，700円 3連単： 204，306，100円 計： 728，979，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 210円 � 210円 � 990円 枠 連（7－8） 1，050円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，820円

ワ イ ド �� 550円 �� 2，440円 �� 3，480円

3 連 複 ��� 11，740円 3 連 単 ��� 53，410円

票 数

単勝票数 計 491925 的中 � 75599（2番人気）
複勝票数 計 697012 的中 � 98443（2番人気）� 98301（3番人気）� 14167（10番人気）
枠連票数 計 273983 的中 （7－8） 20196（6番人気）
馬連票数 計1154084 的中 �� 62047（6番人気）
馬単票数 計 537029 的中 �� 14262（11番人気）
ワイド票数 計 638070 的中 �� 32422（5番人気）�� 6476（27番人気）�� 4512（32番人気）
3連複票数 計1454627 的中 ��� 9288（44番人気）
3連単票数 計2043061 的中 ��� 2773（197番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．5―12．4―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．2―46．6―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワ ン ボ ー イ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．11．8 東京5着

2012．2．4生 牡5栗 母 モスフロックス 母母 センボンザクラ 14戦3勝 賞金 31，920，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※出走取消馬 マルターズシャトル号（疾病〔右前裂蹄〕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） 2頭 カシノキングダム号・リアリゾンルレーヴ号



00081 1月22日 晴 良 （29中山1）第7日 第9競走 ��
��1，600�

し の の め

東 雲 賞
発走14時35分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下，28．1．23以降29．1．17まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

710 ルグランパントル �5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 480± 01：34．1 3．7�

57 プラチナブロンド 牝6黒鹿52 蛯名 正義 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 450＋ 21：34．2� 48．1�
33 パワースラッガー 牡6鹿 55 田中 勝春丸岡 啓一氏 菊川 正達 安平 吉田牧場 490＋ 6 〃 クビ 18．2�
813 サーストンコラルド 牡6鹿 54 吉田 豊齊藤 宣勝氏 戸田 博文 新ひだか 藤沢牧場 B472－ 41：34．3	 28．9�
45 ハッピームーン 牡5黒鹿54 津村 明秀石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 466＋141：34．51
 25．3	
69 サ ン ク ロ ワ 牡4栗 54 戸崎 圭太�G1レーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 474－ 2 〃 クビ 5．2

68 ディープジュエリー 牝5鹿 55．5 C．ルメール 吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 500＋121：34．6	 5．9�
56 ロ ジ テ ー ル 牡8鹿 54 大野 拓弥久米田正明氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 480＋ 21：34．7クビ 114．4�
812 デンコウリキ 牡7黒鹿54 内田 博幸田中 康弘氏 池添 学 様似 中脇 一幸 524＋ 2 〃 クビ 15．4
22 エスユーハリケーン �7鹿 54 田中 博康楳津 繁氏 高橋 祥泰 新ひだか 上村 清志 488＋ 6 〃 ハナ 93．1�
44 ユメノマイホーム 牝5栗 52 吉田 隼人�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 460＋ 41：34．8� 5．8�
11 ヴェアリアスサマー 牡6栗 54 柴田 大知小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 村中牧場 522± 01：35．33 10．9�
711 ビヨンジオール 牡5鹿 57 V．シュミノー 林 正道氏 的場 均 新ひだか 城地 清満 516＋ 81：36．15 7．7�

（仏）

（13頭）

売 得 金
単勝： 48，388，500円 複勝： 83，129，600円 枠連： 34，948，900円
馬連： 143，603，400円 馬単： 58，629，900円 ワイド： 73，406，600円
3連複： 180，253，200円 3連単： 245，505，700円 計： 867，865，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 1，220円 � 420円 枠 連（5－7） 5，160円

馬 連 �� 15，650円 馬 単 �� 26，500円

ワ イ ド �� 3，780円 �� 840円 �� 9，430円

3 連 複 ��� 43，590円 3 連 単 ��� 200，440円

票 数

単勝票数 計 483885 的中 � 103474（1番人気）
複勝票数 計 831296 的中 � 198850（1番人気）� 13369（11番人気）� 44223（8番人気）
枠連票数 計 349489 的中 （5－7） 5245（16番人気）
馬連票数 計1436034 的中 �� 7107（40番人気）
馬単票数 計 586299 的中 �� 1659（78番人気）
ワイド票数 計 734066 的中 �� 4898（41番人気）�� 23686（7番人気）�� 1943（61番人気）
3連複票数 計1802532 的中 ��� 3101（120番人気）
3連単票数 計2455057 的中 ��� 888（607番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―11．7―11．5―11．4―11．4―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．4―36．1―47．6―59．0―1：10．4―1：22．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

ルグランパントル �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2014．7．19 福島10着

2012．3．8生 �5鹿 母 ザッツザウェイ 母母 ブリリアントアイ 23戦4勝 賞金 67，246，000円
〔制裁〕 ビヨンジオール号の騎手V．シュミノーは，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

00082 1月22日 晴 良 （29中山1）第7日 第10競走 ��
��1，800�アレキサンドライトステークス

発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，28．1．23以降29．1．17まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

24 ディアドムス 牡5鹿 56 田辺 裕信ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム B506± 01：53．1 20．4�
48 マ ル ケ サ ス 牡8青鹿54 柴田 大知 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 476－ 41：53．42 41．2�
713 ダイワレジェンド 牝6栗 53 菊沢 一樹大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 496－ 4 〃 クビ 60．0�
510 デビルズハーツ 牡7鹿 54 勝浦 正樹安原 浩司氏 戸田 博文 浦河 辻 牧場 496＋ 81：53．71� 85．4�
714 スノーモンキー 牡7鹿 56 柴山 雄一石瀬 浩三氏 相沢 郁 新ひだか 藤原牧場 466± 0 〃 ハナ 20．9	
12 アサクサスターズ 牡6栗 54 大野 拓弥田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 496＋ 2 〃 ハナ 21．5

23 マウントハレアカラ 牡5鹿 55 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 472－ 61：53．8クビ 4．5�
11 キングストーン 牡6鹿 54 内田 博幸寺田 寿男氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 502＋ 41：53．9� 22．2�
35 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± 01：54．0� 4．8
816 トップディーヴォ 牡5鹿 57 津村 明秀�コオロ 昆 貢 新冠 細川農場 486－ 81：54．21 6．4�
59 	 アースコネクター 牡6栗 54 丸山 元気 �グリーンファーム和田 正道 米

FEM Management
Corporation & Jim
FitzGerald

B520＋12 〃 アタマ 16．2�
612 ケンベストカフェ 牡5黒鹿54 松岡 正海中西 健氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 480＋ 61：54．62� 6．7�
36 ベルウッドケルン 牡5栗 54 柴田 善臣鈴木 照雄氏 本間 忍 伊達 高橋農場 484＋ 6 〃 アタマ 7．8�
815 シ ッ プ ウ 
6黒鹿52 野中悠太郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 506＋ 41：54．81� 150．4�
47 セトノプロミス 牡7鹿 52 横山 和生難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 502＋ 81：55．01 138．9�
611 パワーポケット 牡5黒鹿56 田中 勝春柳原 達也氏 二ノ宮敬宇 浦河 ダイヤモンドファーム 546± 01：56．8大差 12．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，237，500円 複勝： 74，790，400円 枠連： 47，600，400円
馬連： 176，387，000円 馬単： 69，117，000円 ワイド： 85，361，700円
3連複： 235，160，200円 3連単： 292，246，800円 計： 1，029，901，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，040円 複 勝 � 710円 � 910円 � 2，110円 枠 連（2－4） 7，590円

馬 連 �� 37，560円 馬 単 �� 73，320円

ワ イ ド �� 7，880円 �� 21，120円 �� 31，500円

3 連 複 ��� 658，090円 3 連 単 ��� 2，787，880円

票 数

単勝票数 計 492375 的中 � 19268（8番人気）
複勝票数 計 747904 的中 � 28686（10番人気）� 21936（11番人気）� 9007（13番人気）
枠連票数 計 476004 的中 （2－4） 4858（23番人気）
馬連票数 計1763870 的中 �� 3639（68番人気）
馬単票数 計 691170 的中 �� 707（131番人気）
ワイド票数 計 853617 的中 �� 2810（62番人気）�� 1042（95番人気）�� 698（103番人気）
3連複票数 計2351602 的中 ��� 268（432番人気）
3連単票数 計2922468 的中 ��� 76（2314番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．5―12．7―12．2―12．1―12．6―13．0―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―36．6―49．3―1：01．5―1：13．6―1：26．2―1：39．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F39．5
1
3
9（12，13）（1，7）－（3，4）14（5，16）－（11，15）10－（2，6，8）
9（1，12，13）4，7（3，14，16）－（5，11）（10，15）6，8，2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ディアドムス �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2014．6．21 東京8着

2012．1．24生 牡5鹿 母 マイネランデブー 母母 ノーザンドライバー 12戦2勝 賞金 31，876，000円
［他本会外：4戦2勝］

〔発走状況〕 パワーポケット号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 パワーポケット号は，平成29年1月23日から平成29年2月12日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 ウインユニファイド号・スマートボムシェル号・トウショウギフト号・フミノメモリー号・ベルウッドテラス号・

マヤノカデンツァ号

２レース目



00083 1月22日 晴 良 （29中山1）第7日 第11競走 ��
��2，200�第58回アメリカジョッキークラブカップ（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，28．1．23以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬1�増，28．1．22以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳
時の成績を除く）

アメリカジョッキークラブ賞（1着）
賞 品

本 賞 62，000，000円 25，000，000円 16，000，000円 9，300，000円 6，200，000円
付 加 賞 1，190，000円 340，000円 170，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．9

良
良

48 タンタアレグリア 牡5栗 56 蛯名 正義�G1レーシング 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 488＋122：11．9 14．7�

510 ゼーヴィント 牡4鹿 55 戸崎 圭太 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 492＋ 62：12．0� 2．8�
11 ミライヘノツバサ 牡4芦 55 内田 博幸三島 宣彦氏 伊藤 大士 青森 諏訪牧場 498－ 42：12．21	 7．1�
36 ルミナスウォリアー 牡6鹿 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 482± 02：12．51
 10．5�
47 ワンアンドオンリー 牡6黒鹿57 田辺 裕信前田 幸治氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500＋ 4 〃 アタマ 12．5	
611 ナスノセイカン 牡5鹿 56 丸山 元気
須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社
須野牧場 472± 02：12．6
 31．4�
59 シルクドリーマー 牡8鹿 56 津村 明秀 �シルクレーシング 黒岩 陽一 浦河 笠松牧場 488＋ 4 〃 クビ 408．4�
612� ショウナンバッハ 牡6鹿 56 松岡 正海国本 哲秀氏 上原 博之 日高 ヤナガワ牧場 B456＋122：13．34 72．2
23 マイネルメダリスト 牡9鹿 56 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 新冠伊藤牧場 B496－ 82：13．51 367．0�
12 クラリティスカイ 牡5鹿 57 柴田 善臣杉山 忠国氏 斎藤 誠 新冠 パカパカ

ファーム 500－ 22：13．71� 19．8�
714 マイネルフロスト 牡6芦 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 競優牧場 482－ 22：14．44 216．8�
817 クリールカイザー 牡8栗 56 吉田 豊横山 修二氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 B492＋ 42：14．61	 33．7�
713 リ ア フ ァ ル 牡5鹿 56 V．シュミノー �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 522－ 22：15．02� 4．0�

（仏）

815 ヤマニンボワラクテ �6鹿 56 石川裕紀人土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 488－ 82：15．1� 96．9�
816 サイモントルナーレ 牡11栗 56 横山 和生澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 464－ 62：15．2クビ 700．9�
35 ホッコーブレーヴ 牡9鹿 56 大野 拓弥北幸商事� 松永 康利 浦河 高昭牧場 486＋102：16．05 275．2�
24 シングウィズジョイ 牝5青鹿54 C．ルメール �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 474± 0 （競走中止） 8．6�

（17頭）

売 得 金
単勝： 258，297，100円 複勝： 328，096，400円 枠連： 164，386，200円 馬連： 936，207，200円 馬単： 383，662，900円
ワイド： 399，542，400円 3連複： 1，420，400，400円 3連単： 2，278，928，100円 5重勝： 611，918，400円 計： 6，781，439，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，470円 複 勝 � 340円 � 130円 � 210円 枠 連（4－5） 960円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 5，470円

ワ イ ド �� 760円 �� 1，580円 �� 440円

3 連 複 ��� 3，970円 3 連 単 ��� 28，980円

5 重 勝
対象競走：京都10R／中山10R／中京11R／京都11R／中山11R

キャリーオーバー なし����� 26，771，430円

票 数

単勝票数 計2582971 的中 � 139957（7番人気）
複勝票数 計3280964 的中 � 188603（6番人気）� 877094（1番人気）� 362997（3番人気）
枠連票数 計1643862 的中 （4－5） 131355（3番人気）
馬連票数 計9362072 的中 �� 374242（6番人気）
馬単票数 計3836629 的中 �� 52593（21番人気）
ワイド票数 計3995424 的中 �� 134188（7番人気）�� 60820（21番人気）�� 246741（2番人気）
3連複票数 計14204004 的中 ��� 268203（9番人気）
3連単票数 計22789281 的中 ��� 57009（81番人気）
5重勝票数 計6119184 的中 ����� 16

ハロンタイム 12．6―10．8―12．4―11．9―11．9―12．3―11．8―11．9―12．2―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．4―35．8―47．7―59．6―1：11．9―1：23．7―1：35．6―1：47．8―1：59．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F36．3
1
3
17（1，13）（2，4，15）12（8，14）（7，10）11，9－（3，6）－5＝16
17－1（13，15，14）（8，2，4，12）（10，11，6）（7，9）5，3＝16

2
4
17，13，1，15（2，4，14）12，8，10，7，11，9（3，6）5＝16・（17，1）（8，12，10）（2，14，11，6）（4，9）（7，13，15，5）3＝16

勝馬の
紹 介

タンタアレグリア �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Stuka デビュー 2014．7．6 福島2着

2012．3．29生 牡5栗 母 タンタスエルテ 母母 Trapial 14戦3勝 賞金 181，008，000円
〔競走中止〕 シングウィズジョイ号は，4コーナーで前の馬に触れてつまずき，転倒したため競走中止。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

00084 1月22日 晴 良 （29中山1）第7日 第12競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走16時20分 （芝・右）

牝，1000万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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
1：44．9
1：43．9

良
良

22 ブリガアルタ 牝4鹿 54 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 438＋ 81：48．9 12．4�
811 クィーンズベスト 牝4鹿 54 戸崎 圭太林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 494＋ 2 〃 クビ 2．0�
55 ラベンダーメモリー 牝4鹿 54 嘉藤 貴行田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 青森 一山育成牧場 B436－ 41：49．0� 8．2�
79 レッドシルヴィ 牝4鹿 54 吉田 豊 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 440－ 61：49．1クビ 5．4�
11 ウインマハロ 牝5鹿 55 柴田 大知�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 434＋ 21：49．42 8．1	
56 オージャイト 牝4鹿 54 大野 拓弥 �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 484＋ 6 〃 クビ 8．6

812 マ ユ キ 牝6栗 55

53 △木幡 巧也稻井田安史氏 森 秀行 新ひだか タガミファーム 486－ 41：49．5クビ 94．3�
33 スマイルシャワー 牝6鹿 55 V．シュミノー �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 496＋101：49．6� 18．9�

（仏）

710 コスモツケマ 牝6鹿 55 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 新冠 タニグチ牧場 466－ 6 〃 クビ 218．4
44 パープルセイル 牝6黒鹿55 柴山 雄一吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 476＋14 〃 アタマ 18．7�
67 トロピカルガーデン 牝5鹿 55 吉田 隼人田頭 勇貴氏 武藤 善則 新ひだか 金 宏二 486± 01：50．23� 92．7�
68 � カ ル シ ャ ン 牝5鹿 55

52 ▲野中悠太郎門野 重雄氏 森 秀行 新ひだか フジワラフアーム 434－ 41：50．62� 129．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 98，182，500円 複勝： 100，017，000円 枠連： 54，071，100円
馬連： 218，609，100円 馬単： 109，595，800円 ワイド： 118，380，200円
3連複： 272，511，100円 3連単： 509，374，500円 計： 1，480，741，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 230円 � 130円 � 200円 枠 連（2－8） 1，310円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 3，380円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，160円 �� 370円

3 連 複 ��� 2，420円 3 連 単 ��� 18，400円

票 数

単勝票数 計 981825 的中 � 63107（6番人気）
複勝票数 計1000170 的中 � 90832（5番人気）� 277728（1番人気）� 107650（4番人気）
枠連票数 計 540711 的中 （2－8） 31899（5番人気）
馬連票数 計2186091 的中 �� 140320（5番人気）
馬単票数 計1095958 的中 �� 24290（12番人気）
ワイド票数 計1183802 的中 �� 66746（5番人気）�� 23920（16番人気）�� 87893（3番人気）
3連複票数 計2725111 的中 ��� 84124（8番人気）
3連単票数 計5093745 的中 ��� 20069（64番人気）

ハロンタイム 12．4―12．9―12．1―12．6―11．7―11．8―11．8―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―25．3―37．4―50．0―1：01．7―1：13．5―1：25．3―1：36．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブリガアルタ �
�
父 コンデュイット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．12．20 中山3着

2013．4．17生 牝4鹿 母 ブリガドーン 母母 メインスルー 7戦3勝 賞金 28，157，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時25分に変更。
〔騎手変更〕 オージャイト号の騎手C．ルメールは，第11競走での落馬負傷のため大野拓弥に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

５レース目



（29中山1）第7日 1月22日（日曜日） 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
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

293，490，000円
2，530，000円
15，800，000円
2，640，000円
35，430，000円
7，000，000円
74，521，000円
5，099，000円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
728，724，700円
1，127，094，000円
467，433，300円
2，084，995，100円
940，774，700円
1，051，206，800円
2，927，257，800円
4，449，605，000円
611，918，400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
5 重 勝
計 14，389，009，800円

総入場人員 25，291名 （有料入場人員 22，787名）



平成29年度 第1回中山競馬 総計

競走回数 84回 出走延頭数 1，283頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

1，711，880，000円
20，240，000円
111，560，000円
12，130，000円
197，860，000円
7，000，000円
515，728，000円
35，093，400円
12，316，800円

勝馬投票券売得金
4，365，710，800円
6，826，329，700円
3，136，885，900円
12，801，336，300円
5，764，499，700円
6，435，901，700円
17，581，796，000円
25，525，766，600円
611，918，400円
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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
5 重 勝
計 83，050，145，100円

総入場延人員 158，377名 （有料入場延人員 144，260名）
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