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00073 1月19日 晴 良 （26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

12 ネイティヴコード 牝3鹿 54 蛯名 正義岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド B502＋ 61：13．1 4．0�
816 スペクタキュラー 牡3黒鹿56 G．ブノワ H.H．シェイク・モハメド 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506＋181：13．52� 11．2�
（仏）

510 ワイルドジーク 牡3栗 56 北村 宏司 Him Rock Racing 古賀 慎明 新冠 ハクツ牧場 448－ 61：13．71� 6．4�
611 ドスコイサーファー 牡3鹿 56 田辺 裕信�LS.M 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 440＋ 41：13．8� 14．1�
713 サ マ ー ラ ヴ 牡3黒鹿56 江田 照男�Basic 田村 康仁 新ひだか カタオカフアーム 456＋101：13．9クビ 17．7�
48 ブラックメイプル 牡3鹿 56 戸崎 圭太松田 整二氏 高柳 瑞樹 新ひだか 水丸牧場 508－ 21：14．22 3．2	
35 ヤマニンマルキーザ 牡3栗 56 M．ギュイヨン 土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 458－ 81：14．83� 9．4


（仏）

714 カシノリーベ 牝3鹿 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 藤本ファーム 512＋141：15．22� 174．2�
47 コスモポーカー 牝3栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 菅原 泰夫 むかわ 桑原牧場 B440－101：15．62� 169．9
24 ニナフェアリー 牝3鹿 54 松岡 正海 �ローレルレーシング 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 434＋ 21：15．7� 65．2�
36 ダンディーライアン 牡3鹿 56 梶 晃啓 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 田原橋本牧場 510± 01：15．8クビ 6．6�
59 ゴーアップファイト 牡3栗 56

55 ☆横山 和生後上 文雄氏 小笠 倫弘 浦河 福岡 光夫 482＋12 〃 アタマ 94．8�
11 アンフォルタス 牡3鹿 56

53 ▲山崎 亮誠伊藤 信之氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 490－ 21：15．9� 79．9�
612 ドリームビリーバー 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 谷口育成牧場 504＋181：16．32� 572．4�
815 クリキントン 牝3栗 54

51 ▲花田 大昂田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 カナイシスタッド 428＋ 4 〃 ハナ 275．8�
23 スイートワンダー 牝3栗 54 田中 勝春伊東 純一氏 大江原 哲 日高 メイプルファーム 502－ 21：16．93� 176．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，064，100円 複勝： 38，159，900円 枠連： 13，861，300円
馬連： 57，051，100円 馬単： 36，338，200円 ワイド： 24，930，600円
3連複： 74，908，200円 3連単： 119，198，000円 計： 385，511，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 330円 � 230円 枠 連（1－8） 4，850円

馬 連 �� 5，360円 馬 単 �� 10，020円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 580円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 11，270円 3 連 単 ��� 79，900円

票 数

単勝票数 計 210641 的中 � 42231（2番人気）
複勝票数 計 381599 的中 � 76876（2番人気）� 25819（6番人気）� 43179（4番人気）
枠連票数 計 138613 的中 （1－8） 2112（18番人気）
馬連票数 計 570511 的中 �� 7861（20番人気）
馬単票数 計 363382 的中 �� 2679（35番人気）
ワイド票数 計 249306 的中 �� 4378（20番人気）�� 11356（5番人気）�� 3328（23番人気）
3連複票数 計 749082 的中 ��� 4907（35番人気）
3連単票数 計1191980 的中 ��� 1101（230番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．2―12．5―13．0―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．7―46．2―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ネイティヴコード �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．8．10 函館3着

2011．3．6生 牝3鹿 母 クラックコード 母母 マジックコード 8戦1勝 賞金 11，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 シゲルオオスミ号・ショウカンロン号・スガノギムレット号・スズカオーショウ号・トーアキヨモリ号・ラダムドー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

00074 1月19日 晴 良 （26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30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

12 リサプシュケ 牝3鹿 54 宮崎 北斗西森 鶴氏 中川 公成 様似 髙村 伸一 490＋ 61：58．5 16．6�
612 ホールドミータイト 牝3鹿 54 後藤 浩輝�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 472－ 41：58．82 24．1�
47 パナシュドール 牝3鹿 54 田辺 裕信落合 幸弘氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 434－ 4 〃 ハナ 1．7�
11 ヒ ム カ 牝3栗 54 蛯名 正義�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 494＋ 4 〃 クビ 10．1�
36 トーセンミルキー 牝3芦 54 横山 典弘島川 	哉氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 496＋ 61：59．22� 11．9

714 ヒラボクレジーナ 牝3鹿 54 北村 宏司�平田牧場 大竹 正博 日高 下河辺牧場 478＋201：59．62� 23．0�
35 レイズアセイル 牝3栗 54 M．ギュイヨン �グリーンファーム奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 462＋121：59．81� 24．4�

（仏）

59 スイートルイーズ 牝3鹿 54 田中 勝春シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 436± 01：59．9� 41．9
611 ラフェットデメール 牝3黒鹿54 江田 照男大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 桜井牧場 B454＋ 2 〃 アタマ 8．2�
510 テイエムペガサス 牝3黒鹿54 武士沢友治竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 長浜牧場 B446－ 22：00．11� 149．1�
713 サニーロブロイ 牝3鹿 54 松岡 正海宮﨑 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム 420－ 42：02．2大差 223．0�
23 ビレッジソング 牝3鹿 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 萩原 清 日高 いとう牧場 424－ 22：02．3クビ 13．1�
816 マイネフェリース 牝3芦 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 446－102：02．4� 270．9�
24 タカラキャメロン 牝3黒鹿 54

53 ☆横山 和生村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 442－142：03．25 212．3�
48 トラストエルフ 牝3栗 54 戸崎 圭太菅波 雅巳氏 尾関 知人 新冠 松浦牧場 458－ 22：03．83� 19．2�
815 ランドオブマヤ 牝3芦 54 G．ブノワ 吉田 千津氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 468＋ 42：05．18 97．1�

（仏）

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，745，100円 複勝： 95，237，600円 枠連： 15，755，000円
馬連： 51，027，500円 馬単： 40，145，400円 ワイド： 27，696，300円
3連複： 70，225，100円 3連単： 125，617，700円 計： 451，449，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，660円 複 勝 � 310円 � 460円 � 110円 枠 連（1－6） 1，790円

馬 連 �� 15，880円 馬 単 �� 42，760円

ワ イ ド �� 2，430円 �� 410円 �� 680円

3 連 複 ��� 5，500円 3 連 単 ��� 97，180円

票 数

単勝票数 計 257451 的中 � 12288（6番人気）
複勝票数 計 952376 的中 � 33234（4番人気）� 19783（8番人気）� 655439（1番人気）
枠連票数 計 157550 的中 （1－6） 6529（5番人気）
馬連票数 計 510275 的中 �� 2372（37番人気）
馬単票数 計 401454 的中 �� 693（81番人気）
ワイド票数 計 276963 的中 �� 2571（28番人気）�� 18194（2番人気）�� 10035（8番人気）
3連複票数 計 702251 的中 ��� 9439（21番人気）
3連単票数 計1256177 的中 ��� 954（254番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―13．0―13．2―12．7―13．2―13．7―13．9―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―37．7―50．9―1：03．6―1：16．8―1：30．5―1：44．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F54．9―3F41．7
1
3
11（8，5，12，15）－（3，6）（1，7，14）（2，13）（9，10）－16，4・（11，5，15，12）7，8（6，14，2）3，1（9，13）－10－（4，16）

2
4

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

リサプシュケ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2013．11．16 東京4着

2011．3．24生 牝3鹿 母 バレーダンシング 母母 Soltura 3戦1勝 賞金 7，400，000円
〔制裁〕 レイズアセイル号の騎手M．ギュイヨンは，1コーナー手前で十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。

（被害馬：12番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トラストエルフ号・ランドオブマヤ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年2月

19日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アイヅラブリー号・エスティレジェンド号・ペイシャンスオウ号・マイネアバンガルド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第１回 中山競馬 第７日



00075 1月19日 晴 良 （26中山1）第7日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時00分 （ダート・右）

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

714 キョウエイボヌール 牝3栗 54 津村 明秀田中 晴夫氏 武市 康男 浦河 山春牧場 458＋ 81：13．8 20．9�
35 サプライズライン 牝3芦 54 田辺 裕信平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 450＋ 6 〃 クビ 5．7�
713 ニットギブソン 牡3青鹿56 戸崎 圭太水野 英樹氏 和田 正道 日高 増尾牧場 474＋ 61：13．9� 7．2�
612 ディアジースター 牡3栗 56 田中 勝春ディアレスト 宗像 義忠 新ひだか タイヘイ牧場 456＋181：14．1� 81．3�
611 サムソンズライト �3鹿 56 後藤 浩輝杉山 忠国氏 萩原 清 新ひだか 明治牧場 478－ 21：14．31� 3．2�
510 グラスティファニー 牝3栗 54 吉田 豊半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 456＋ 81：14．4� 10．4	
24 サクセスコード 牡3黒鹿56 宮崎 北斗吉田 正志氏 武藤 善則 安平 追分ファーム 500－ 61：14．72 5．9

47 カ プ チ ー ノ 牡3鹿 56 柴田 善臣小野 博郷氏 柴田 政人 新ひだか 稲葉牧場 464＋ 41：14．91� 26．4�
59 トウショウヴォワ 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真トウショウ産業� 小桧山 悟 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 454＋ 61：15．0クビ 219．2
23 トキノスターライト 牝3栗 54 江田 照男田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川上牧場 464＋101：15．21� 13．4�
12 ダンディスタイル 牡3黒鹿56 大野 拓弥丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 出羽牧場 B436＋ 21：15．73 56．8�
11 ボールドケーム 牡3青鹿56 柴田 大知増田 陽一氏 菊沢 隆徳 新冠 新冠橋本牧場 520＋121：16．12� 14．5�
48 キュウコウノウ 牡3鹿 56 武士沢友治江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 454＋101：16．2� 231．1�
36 フヨウアーミーデー 牡3鹿 56 木幡 初広刈屋 �氏 高市 圭二 新ひだか 岡田 隆志 474± 0 〃 アタマ 13．5�
816 フ ジ ミ ノ ル 牡3鹿 56 G．ブノワ 菅 實氏 石毛 善彦 日高 木村牧場 432＋ 61：19．6大差 52．4�

（仏）

815 カシノトロピカル 牝3鹿 54
51 ▲花田 大昂柏木 務氏 二本柳俊一 宮崎 田上 勝雄 386＋ 41：20．66 436．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，392，200円 複勝： 42，012，200円 枠連： 17，108，800円
馬連： 56，877，000円 馬単： 35，389，900円 ワイド： 27，668，100円
3連複： 72，282，800円 3連単： 111，288，400円 計： 388，019，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，090円 複 勝 � 490円 � 240円 � 240円 枠 連（3－7） 1，580円

馬 連 �� 6，210円 馬 単 �� 20，570円

ワ イ ド �� 2，190円 �� 1，470円 �� 890円

3 連 複 ��� 15，700円 3 連 単 ��� 132，900円

票 数

単勝票数 計 253922 的中 � 9581（9番人気）
複勝票数 計 420122 的中 � 19783（7番人気）� 50662（3番人気）� 49069（4番人気）
枠連票数 計 171088 的中 （3－7） 7992（8番人気）
馬連票数 計 568770 的中 �� 6762（25番人気）
馬単票数 計 353899 的中 �� 1270（67番人気）
ワイド票数 計 276681 的中 �� 3049（28番人気）�� 4601（17番人気）�� 7945（8番人気）
3連複票数 計 722828 的中 ��� 3398（55番人気）
3連単票数 計1112884 的中 ��� 618（427番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．5―12．7―13．2―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．5―47．2―1：00．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウエイボヌール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 デ ィ ア ブ ロ デビュー 2013．10．20 東京3着

2011．4．18生 牝3栗 母 カネショウメロン 母母 カネショウマリア 4戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 キョウエイボヌール号の騎手津村明秀は，4コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。（被

害馬：13番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フジミノル号・カシノトロピカル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年2月

19日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

00076 1月19日 晴 良 （26中山1）第7日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11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

510 フ ァ ド ー グ 牡3黒鹿56 後藤 浩輝 �キャロットファーム 奥平 雅士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468－ 61：55．9 7．8�

12 フジノゴトク 牡3栗 56 北村 宏司平本 敏夫氏 小西 一男 浦河 福岡 光夫 508± 01：56．22 15．7�
816 キネオペガサス 牡3鹿 56 戸崎 圭太吉田 千津氏 牧 光二 千歳 社台ファーム 530± 01：57．58 1．3�
47 � ターフデザイナー 牝3芦 54 G．ブノワ �Basic 畠山 吉宏 米

Patterson Bloodstock,
Bellepoint Management
& Taylor Made Farm

486－ 41：57．92� 107．3�
（仏）

611 マンボプリンス 牡3鹿 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 三石ファーム 472＋ 81：58．11	 57．0	
48 モンサンプロキオン 牡3鹿 56 津村 明秀山下 新一氏 小野 次郎 新冠 飛渡牧場 B494＋ 6 〃 ハナ 95．2

713 タ ニ タ ニ 牡3黒鹿56 田中 勝春中村 祐子氏 新開 幸一 浦河 谷口牧場 510＋ 61：58．2� 33．9�
35 マイケルチョウサン 牡3鹿 56 横山 典弘�チョウサン 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 486＋ 21：58．3� 31．2�
36 ダンディゴールド 牡3鹿 56 吉田 豊鈴木 可一氏 尾形 充弘 新冠 柏木 一則 464± 01：59．15 11．5
612 ビリオネアズロウ 牡3栗 56 松岡 正海池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新ひだか 三石川上牧場 500＋281：59．31� 156．9�
23 ディアブレイズン 牡3鹿 56 内田 博幸ディアレスト 矢野 英一 新ひだか 岡田 猛 478＋ 42：00．25 96．5�
24 � コスモソウルメイト 牡3青鹿56 柴田 大知岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 米 Gary L.

Chervenell B498＋ 82：00．83� 190．8�
714 ラクードール 牡3黒鹿56 田辺 裕信小林 秀樹氏 栗田 徹 新冠 つつみ牧場 B464± 02：01．43� 24．1�
815 バーティカルテイル 牡3栗 56 F．ベリー 広尾レース� 金成 貴史 大樹 大樹ファーム 460± 02：01．82� 192．8�

（愛）

59 クリノホテイソン 牡3鹿 56 江田 照男栗本 博晴氏 高市 圭二 新ひだか 藤沢牧場 466＋ 42：03．410 281．3�
11 ヴリルスター 牡3鹿 56 石橋 脩キャピタルクラブ 田村 康仁 浦河 カナイシスタッド 458± 02：04．99 128．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，014，700円 複勝： 107，741，300円 枠連： 17，827，600円
馬連： 53，345，700円 馬単： 49，986，600円 ワイド： 29，019，600円
3連複： 72，382，000円 3連単： 160，671，400円 計： 529，988，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 170円 � 230円 � 110円 枠 連（1－5） 4，540円

馬 連 �� 4，130円 馬 単 �� 9，640円

ワ イ ド �� 770円 �� 210円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 21，570円

票 数

単勝票数 計 390147 的中 � 39720（2番人気）
複勝票数 計1077413 的中 � 72910（2番人気）� 46019（4番人気）� 750362（1番人気）
枠連票数 計 178276 的中 （1－5） 2901（12番人気）
馬連票数 計 533457 的中 �� 9548（11番人気）
馬単票数 計 499866 的中 �� 3830（23番人気）
ワイド票数 計 290196 的中 �� 7811（9番人気）�� 42234（1番人気）�� 21461（3番人気）
3連複票数 計 723820 的中 ��� 41853（2番人気）
3連単票数 計1606714 的中 ��� 5498（58番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．9―37．7―50．7―1：03．7―1：16．8―1：29．9―1：42．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フ ァ ド ー グ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．12．22 中山7着

2011．4．25生 牡3黒鹿 母 ペニーホイッスル 母母 ラークホイッスル 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ターフデザイナー号の騎手G．ブノワは，発走後の御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラクードール号・バーティカルテイル号・クリノホテイソン号・ヴリルスター号は，「タイムオーバーに

よる出走制限」のため，平成26年2月19日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 コスモポルカ号・チェイスザルーア号・ナッツハッピー号・ファインクリスエス号
※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。



00077 1月19日 晴 良 （26中山1）第7日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時20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

58 ニシノラピート 牝3栗 54 後藤 浩輝西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 466 ―1：14．0 9．7�
23 ダブルフェイス 牡3栗 56 F．ベリー 山口 敦広氏 和田正一郎 新冠 有限会社 大

作ステーブル 510 ― 〃 クビ 12．7�
（愛）

713 クリノアシュラオー �3黒鹿56 松岡 正海栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 日西牧場 466 ―1：14．21� 25．6�
（クリノパレンケ）

35 キャラメルソング 牡3芦 56 横山 典弘�ビリオンスター水野 貴広 千歳 社台ファーム 466 ―1：14．3クビ 6．1�
814 サウスセレクト 牡3栗 56 柴田 善臣南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 518 ― 〃 アタマ 7．5�
712 ドライトウショウ 牝3栗 54 内田 博幸トウショウ産業� 池上 昌弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 440 ―1：14．83 67．6	
34 ビビッドフレイム 牝3栗 54 柴田 大知飯田 正剛氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 466 ―1：14．9� 34．6

22 セイントローズバド 牝3鹿 54 田辺 裕信内海 正章氏 斎藤 誠 様似 清水スタッド 500 ―1：15．0クビ 2．2�
59 ローエンイェーガー 牡3鹿 56 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 510 ―1：15．85 9．3�
46 ヤマニントレフル 牝3栗 54 梶 晃啓土井 肇氏 黒岩 陽一 新冠 錦岡牧場 434 ―1：16．0	 45．1
610 クインズブレス 牝3黒鹿54 大野 拓弥 �クイーンズ・ランチ 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 462 ―1：16．42� 31．2�
47 エフティコゼット 牝3栗 54 木幡 初広吉野 英子氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 410 ―1：16．82� 206．3�
611 コマノアスリート 牡3鹿 56 蛯名 正義長谷川芳信氏 菊川 正達 新ひだか 西川富岡牧場 462 ―1：16．9	 15．5�
11 チアフルミイチャン 牝3鹿 54

51 ▲花田 大昂内藤 好江氏 岩戸 孝樹 日高 中館牧場 452 ―1：17．11� 124．1�
815 シャンハイドール 牝3黒鹿54 宮崎 北斗田頭 勇貴氏 菊沢 隆徳 浦河 山田 昇史 428 ―1：19．8大差 215．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，776，100円 複勝： 34，918，800円 枠連： 18，804，200円
馬連： 51，303，500円 馬単： 35，254，700円 ワイド： 23，376，000円
3連複： 64，282，700円 3連単： 105，457，300円 計： 359，173，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 310円 � 480円 � 630円 枠 連（2－5） 450円

馬 連 �� 5，620円 馬 単 �� 11，870円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 2，770円 �� 3，740円

3 連 複 ��� 41，260円 3 連 単 ��� 211，490円

票 数

単勝票数 計 257761 的中 � 21112（5番人気）
複勝票数 計 349188 的中 � 32275（4番人気）� 19055（7番人気）� 13763（9番人気）
枠連票数 計 188042 的中 （2－5） 31094（1番人気）
馬連票数 計 513035 的中 �� 6742（21番人気）
馬単票数 計 352547 的中 �� 2193（45番人気）
ワイド票数 計 233760 的中 �� 3559（21番人気）�� 2069（36番人気）�� 1521（41番人気）
3連複票数 計 642827 的中 ��� 1150（114番人気）
3連単票数 計1054573 的中 ��� 368（556番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．7―12．9―12．9―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―34．1―47．0―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノラピート �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Dynaformer 初出走

2011．4．11生 牝3栗 母 ミスダイナクリス 母母 Love of Ireland 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シャンハイドール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年2月19日まで平地

競走に出走できない。
※出走取消馬 メイショウアガサ号（疾病〔左肩跛行〕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23頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）23頭 アルファアリエス号・カイトウショウジョ号・クランキングアップ号・ケラウズランブラ号・サキノヘイロー号・

サキノローラローラ号・シゲルミノ号・スプラッシュアゲン号・ダイワコンシード号・ダイワゴージャス号・
ティエスヴァレー号・デルマノママナノダ号・ドナカンパニュラ号・ドラゴンミニストロ号・トーセンスティング号・
ナイスエモーション号・ナスノケリー号・ピュアバンビーノ号・フジサンマーケット号・ブロンズテーラー号・
マリオンフォンテン号・ラモンターニュ号・リトルスカッシュ号

※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19日 晴 良 （26中山1）第7日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時50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

611 ラジオデイズ 牡3青鹿56 F．ベリー �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 486 ―1：37．0 1．8�
（愛）

816 ハクサンストリート 牝3鹿 54 梶 晃啓河﨑 五市氏 田村 康仁 浦河 中村 雅明 418 ―1：37．31� 325．7�
510 ミスマリーン 牝3鹿 54 宮崎 北斗佐々木 徹氏 中川 公成 新冠 シンユウフアーム 426 ― 〃 アタマ 42．5�
35 ニシノスコーピオン 牡3黒鹿56 松岡 正海西山 茂行氏 加藤 和宏 浦河 高昭牧場 472 ―1：37．51� 92．1�
23 ピアノフィニッシュ 牝3黒鹿 54

51 ▲山崎 亮誠松田 整二氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 404 ―1：37．71� 196．8�
714 シベリアンタイガー 牡3鹿 56 蛯名 正義岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 増本 良孝 480 ― 〃 ハナ 9．7	
11 ストームボーイ 牡3鹿 56 石神 深一 H.H．シェイク・モハメド 池上 昌弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460 ―1：37．8� 41．7

47 マイネエルスト 牝3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 新ひだか 大典牧場 440 ―1：37．9	 28．3�
815 バンダムギムレット 牡3黒鹿56 北村 宏司山科 統氏 黒岩 陽一 浦河 バンダム牧場 440 ― 〃 クビ 144．6
24 マーブルケーキ 牝3白 54 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 438 ―1：38．0クビ 15．7�
48 サブリメイション 牡3黒鹿56 横山 典弘池谷 誠一氏 鈴木 康弘 新ひだか 畠山牧場 514 ― 〃 ハナ 4．7�
36 ブラウンカイ 牡3鹿 56 小野寺祐太キャピタルクラブ 武藤 善則 新ひだか 沖田 博志 452 ―1：38．21 18．7�
59 チ ヴ リ ー 牝3芦 54

53 ☆横山 和生吉田 千津氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 422 ―1：38．3� 17．1�
12 ウインクラージュ 牡3黒鹿56 大野 拓弥�ウイン 上原 博之 新ひだか タイヘイ牧場 496 ―1：38．4� 22．7�
612 コスモカーネリアン 牡3鹿 56 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 新ひだか 友田牧場 478 ―1：39．14 368．0�
713 ゲームクライシス 牡3栗 56 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 日高 沖田牧場 472 ―1：39．31� 33．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，584，900円 複勝： 35，499，900円 枠連： 17，724，500円
馬連： 52，373，000円 馬単： 36，623，000円 ワイド： 25，024，700円
3連複： 63，405，700円 3連単： 106，039，400円 計： 367，275，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 150円 � 2，860円 � 630円 枠 連（6－8） 6，250円

馬 連 �� 19，430円 馬 単 �� 20，370円

ワ イ ド �� 7，280円 �� 1，200円 �� 37，340円

3 連 複 ��� 95，890円 3 連 単 ��� 268，010円

票 数

単勝票数 計 305849 的中 � 141335（1番人気）
複勝票数 計 354999 的中 � 97910（1番人気）� 2362（15番人気）� 11975（10番人気）
枠連票数 計 177245 的中 （6－8） 2096（20番人気）
馬連票数 計 523730 的中 �� 1990（49番人気）
馬単票数 計 366230 的中 �� 1327（51番人気）
ワイド票数 計 250247 的中 �� 833（59番人気）�� 5359（13番人気）�� 161（109番人気）
3連複票数 計 634057 的中 ��� 488（191番人気）
3連単票数 計1060394 的中 ��� 292（608番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―11．7―12．1―12．2―12．3―12．0―12．4

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．9―3F36．7

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

勝馬の
紹 介

ラジオデイズ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Seeking the Gold 初出走

2011．2．13生 牡3青鹿 母 シーキングマイラブ 母母 Queen Maud 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 ハクサンストリート号の騎手梶晃啓は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の22頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）22頭 アラフジ号・ウエスタンサクラコ号・キネオワールド号・クイックデピュティ号・コウユーユメノハナ号・

コットンウッド号・シエルエトワール号・シレーナ号・シンボリプロスト号・ジーズドリームス号・セピア号・
ダイワブレス号・トーセンエスプリ号・ノアポルテ号・ハナズウェポン号・プラチナジュエリー号・
ホープフルムーン号・ユナイテッド号・リヴァートウショウ号・リオサリナス号・リスクオン号・リネンゴンザレス号

※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。



00079 1月19日 晴 良 （26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20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

33 � ヴィットリオドーロ 牡5黒鹿57 田辺 裕信 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 米 Yoshiyuki Ito 514＋ 21：56．5 2．6�
56 マ ル マ ロ ス 牡4芦 56 戸崎 圭太ディアレスト 新開 幸一 新ひだか 稲葉牧場 B508－ 61：56．6	 2．7�
69 デイジーバローズ 牝5栗 55 G．ブノワ 猪熊 広次氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム 484＋ 41：57．55 34．7�
（仏）

68 トウショウマナーズ 牡4鹿 56 大野 拓弥藤田 衛成氏 池上 昌弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 536± 0 〃 ハナ 8．4�
57 ポークチョップ 牝4鹿 54 江田 照男鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 462－ 21：57．92
 63．5�
22 フュージリア 牡4青鹿 56

55 ☆横山 和生吉田 和子氏 菊沢 隆徳 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 526－ 21：58．21	 22．3�

45 ニシノボレロ 牡5青鹿57 北村 宏司西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 川上牧場 496＋ 2 〃 アタマ 11．5	
710 ローレルアルトス 牡4黒鹿56 石橋 脩 
ローレルレーシング 小野 次郎 青森 ワールドファーム 472± 01：58．3クビ 29．1�
812� ヒカルデザイアー 牡4鹿 56 F．ベリー 高橋 光氏 武藤 善則 登別 登別上水牧場 490＋ 81：58．4
 8．3�

（愛）

711 ヴェルフェン 牡4芦 56 内田 博幸
Basic 田村 康仁 新冠 村本牧場 502＋ 81：58．5	 40．6
813 サクセスカーチス 牡4鹿 56 津村 明秀髙嶋 哲氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 472－ 82：00．6大差 234．8�
44 � シベリアンブラック 牡5黒鹿57 松岡 正海藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 520－162：01．87 171．2�
11 ハートアンドハート 牝4青鹿54 吉田 豊村井 良孝氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 478± 02：07．0大差 127．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 25，500，300円 複勝： 40，811，200円 枠連： 18，022，200円
馬連： 70，083，700円 馬単： 47，367，300円 ワイド： 31，207，000円
3連複： 88，305，000円 3連単： 170，802，700円 計： 492，099，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 120円 � 370円 枠 連（3－5） 260円

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 470円

ワ イ ド �� 170円 �� 1，080円 �� 870円

3 連 複 ��� 2，230円 3 連 単 ��� 6，520円

票 数

単勝票数 計 255003 的中 � 78771（1番人気）
複勝票数 計 408112 的中 � 93619（2番人気）� 121666（1番人気）� 17083（8番人気）
枠連票数 計 180222 的中 （3－5） 52060（1番人気）
馬連票数 計 700837 的中 �� 201841（1番人気）
馬単票数 計 473673 的中 �� 75455（1番人気）
ワイド票数 計 312070 的中 �� 65327（1番人気）�� 5769（15番人気）�� 7237（12番人気）
3連複票数 計 883050 的中 ��� 29317（7番人気）
3連単票数 計1708027 的中 ��� 19360（18番人気）

ハロンタイム 13．2―12．5―13．2―13．0―12．6―12．5―13．2―12．9―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．7―38．9―51．9―1：04．5―1：17．0―1：30．2―1：43．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．5
1
3
13（7，4）（3，8）（6，12）－9－1，5（2，10）11・（13，7，6）（3，4，8）12，9－（5，10，11）－2＝1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�ヴィットリオドーロ �
�
父 Medaglia d’Oro �

�
母父 Afleet デビュー 2011．9．24 阪神1着

2009．4．11生 牡5黒鹿 母 Preeminence 母母 Agitation 10戦3勝 賞金 25，355，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シベリアンブラック号・ハートアンドハート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成26年2月19日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

00080 1月19日 晴 良 （26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 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

44 アルベルティ 牡6鹿 57 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 522－ 41：11．7 2．3�

813 ランドシャーク 牡5鹿 57 石橋 脩千明牧場 勢司 和浩 平取 稲原牧場 506＋ 21：12．12� 7．2�
69 � アランルース �6栃栗57 柴田 善臣�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 464＋ 4 〃 ハナ 15．8�
22 フォースフル 牡5黒鹿 57

54 ▲花田 大昂�Basic 畠山 吉宏 新冠 平山牧場 506＋ 8 〃 アタマ 15．8�
56 ガ ク ニ ホ シ 牡8鹿 57 内田 博幸矢野喜代春氏 伊藤 伸一 静内 マークリ牧場 498＋ 41：12．2� 48．0	
711 プロスペラスマム 牝7鹿 55

52 ▲原田 和真本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 534＋121：12．3� 198．6

812� ビービーボイジャー 牡4栗 56 江田 照男�坂東牧場 高柳 瑞樹 浦河 金成吉田牧場 502＋ 61：12．4	 4．2�
45 デルマネコムスメ 牝4栗 54 津村 明秀浅沼 廣幸氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 442＋ 6 〃 クビ 38．9�
710 ハナズインパルス 牝4黒鹿54 後藤 浩輝M．タバート氏 牧浦 充徳 新冠 松浦牧場 468－ 21：12．5� 9．0
57 ブロックコード 牡6青鹿57 田中 勝春�ターフ・スポート宗像 義忠 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 488± 01：12．82 14．9�
33 � コーリンハッピー 牝6芦 55 宮崎 北斗伊藤 恵子氏 柴田 政人 日高 今井牧場 470－ 21：12．9クビ 329．2�
11 キンショーユウジャ 牡6栗 57 吉田 豊礒野日出夫氏 田島 俊明 新ひだか 藤本牧場 508－ 21：13．22 29．6�
68 ラ シ ー ク 牝5鹿 55 F．ベリー �日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 B490＋ 41：15．4大差 19．0�

（愛）

（13頭）

売 得 金
単勝： 34，045，300円 複勝： 51，681，800円 枠連： 24，996，300円
馬連： 84，216，700円 馬単： 48，581，700円 ワイド： 36，130，400円
3連複： 104，715，700円 3連単： 176，763，900円 計： 561，131，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 200円 � 280円 枠 連（4－8） 300円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 380円 �� 470円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 2，810円 3 連 単 ��� 8，760円

票 数

単勝票数 計 340453 的中 � 117572（1番人気）
複勝票数 計 516818 的中 � 153478（1番人気）� 59228（3番人気）� 37701（5番人気）
枠連票数 計 249963 的中 （4－8） 63228（1番人気）
馬連票数 計 842167 的中 �� 68069（2番人気）
馬単票数 計 485817 的中 �� 22761（3番人気）
ワイド票数 計 361304 的中 �� 25230（2番人気）�� 19363（4番人気）�� 6086（17番人気）
3連複票数 計1047157 的中 ��� 27511（6番人気）
3連単票数 計1767639 的中 ��� 14906（15番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―11．3―12．3―12．7―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．3―33．6―45．9―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルベルティ �
�
父 Medicean �

�
母父 Danzig デビュー 2011．1．8 中山2着

2008．5．16生 牡6鹿 母 シアーリーズン 母母 Hiaam 33戦3勝 賞金 67，220，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



00081 1月19日 晴 良 （26中山1）第7日 第9競走 ��
��1，800�

は つ な ぎ

初 凪 賞
発走14時25分 （ダート・右）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

815 ワイルドドラゴン 牡4鹿 56 柴田 善臣窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 518＋ 41：54．8 2．7�
35 グランプリブラッド 牡5鹿 57 M．ギュイヨン 北側 雅司氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 438－101：54．9� 3．5�

（仏）

23 ミッキーナチュラル 牡5栗 57 田辺 裕信野田みづき氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 506－ 81：55．43 7．6�
48 バーチャルトラック 牡6鹿 57 江田 照男宮﨑 冴子氏 藤原 辰雄 新冠 田上 光征 B456＋ 21：55．72 319．0�
713 シゲルモトナリ 牡7黒鹿57 後藤 浩輝森中 蕃氏 藤岡 範士 新冠 松本 信行 512－ 6 〃 ハナ 55．3�
12 シルクコスモス 	7栗 57 宮崎 北斗有限会社シルク北出 成人 新冠 堤 牧場 448－ 61：55．8
 236．2�
714 スノーモンキー 牡4鹿 56 内田 博幸石瀬 浩三氏 相沢 郁 新ひだか 藤原牧場 452＋ 2 〃 クビ 19．0	
611 ニシノゲイナー 牡6鹿 57 戸崎 圭太西山 茂行氏 武藤 善則 むかわ 西山牧場 464＋ 61：55．9クビ 44．1

11 レッドフォルツァ 牡5鹿 57 G．ブノワ �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新冠 的場牧場 B498＋141：56．22 10．6�

（仏）

47 ポルスターシャイン 牡4鹿 56 松岡 正海平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 486＋14 〃 ハナ 104．1
612 シルバーレイショウ 牡5芦 57 横山 和生池谷 誠一氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 530＋121：56．41 19．1�
36 ダノンアイガー 牡4芦 56 F．ベリー �ダノックス 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 504± 0 〃 アタマ 48．0�

（愛）

24 アップルハウス 牡4青鹿56 大野 拓弥新木 鈴子氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム 446－ 41：56．82
 83．9�
510� スクウェルチャー 牡6鹿 57 石橋 脩前田 幸治氏 角田 晃一 米

Justice Farm,
Greg Justice &
Steve Justice

B506± 01：57．0� 100．3�
59 コスモメルハバ 牡5鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新ひだか 田上 稔 516－ 21：57．31� 6．8�
816 タイセイワイルド 牡7鹿 57 蛯名 正義田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 492＋ 61：57．61� 32．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，224，600円 複勝： 77，356，200円 枠連： 28，929，600円
馬連： 129，569，800円 馬単： 70，263，300円 ワイド： 49，194，100円
3連複： 156，678，800円 3連単： 269，558，800円 計： 820，775，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 150円 � 190円 枠 連（3－8） 450円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 270円 �� 340円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 3，530円

票 数

単勝票数 計 392246 的中 � 114808（1番人気）
複勝票数 計 773562 的中 � 261846（1番人気）� 119501（2番人気）� 80323（4番人気）
枠連票数 計 289296 的中 （3－8） 48457（1番人気）
馬連票数 計1295698 的中 �� 202968（1番人気）
馬単票数 計 702633 的中 �� 57842（2番人気）
ワイド票数 計 491941 的中 �� 48999（1番人気）�� 36680（2番人気）�� 21950（4番人気）
3連複票数 計1566788 的中 ��� 106537（1番人気）
3連単票数 計2695588 的中 ��� 56511（1番人気）

ハロンタイム 12．7―12．0―13．1―13．0―12．4―12．5―12．8―12．9―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．7―37．8―50．8―1：03．2―1：15．7―1：28．5―1：41．4

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ワイルドドラゴン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Wild Again デビュー 2012．7．29 新潟3着

2010．1．28生 牡4鹿 母 マイワイルドローズ 母母 Rose of Mull 11戦3勝 賞金 41，318，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 テンゲントッパ号
（非抽選馬） 3頭 カントリースノー号・グレートマーシャル号・ワンダーロード号
※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。

00082 1月19日 晴 良 （26中山1）第7日 第10競走 ��
��1，800�

は つ ふ じ

初富士ステークス
発走15時00分 （芝・右）
4歳以上，1，600万円以下，25．1．12以降26．1．13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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000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
1：44．9
1：44．1

良
良

46 フェスティヴタロー 牡5栗 57 田中 勝春臼井義太郎氏 天間 昭一 新ひだか 小倉 光博 502－ 21：47．5 3．6�
34 バッドボーイ 牡4鹿 56 戸崎 圭太畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 508－121：47．71� 5．8�
11 ミエノワンダー 牡4鹿 55 北村 宏司里見美惠子氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 508＋ 41：47．8� 3．3�
712 タツミリュウ 牡6栗 55 田辺 裕信�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 506＋101：47．9� 19．7�
33 フラアンジェリコ 牡6栗 56 武士沢友治 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 516＋ 4 〃 ハナ 11．1�
58 	 レオプログレス 牡9青 55 江田 照男	レオ 萱野 浩二 様似 清水 誠一 470－ 41：48．0� 156．2

45 マ イ ネ マ オ 牝6鹿 51 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 須崎牧場 508± 01：48．1� 102．0�
813 ジェントルマン 牡6黒鹿57 内田 博幸近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 490－ 6 〃 ハナ 11．8�
814 ウイングドウィール 牝5黒鹿53 横山 和生 	グリーンファーム宗像 義忠 千歳 社台ファーム 486＋ 61：48．31
 19．3
69 インプロヴァイズ 牡4青 55 M．ギュイヨン 有限会社シルク堀 宣行 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470± 0 〃 ハナ 9．8�
（仏）

711 アップルジャック 牡6黒鹿53 松岡 正海藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 518－141：48．4
 67．6�
610 ベストディール 牡5鹿 57 大野 拓弥 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 482＋ 61：48．61� 16．1�
22 トウカイオーロラ 牡7黒鹿54 G．ブノワ 内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 482－ 21：48．7クビ 86．8�

（仏）

57 タ イ タ ン 牡6栗 55 横山 典弘深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 468－ 21：49．23 57．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 52，710，800円 複勝： 92，269，700円 枠連： 40，719，400円
馬連： 178，382，500円 馬単： 92，965，100円 ワイド： 65，244，400円
3連複： 205，322，000円 3連単： 353，741，400円 計： 1，081，355，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 170円 � 160円 枠 連（3－4） 630円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，810円

ワ イ ド �� 360円 �� 250円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 5，570円

票 数

単勝票数 計 527108 的中 � 118581（2番人気）
複勝票数 計 922697 的中 � 216486（1番人気）� 135178（3番人気）� 152288（2番人気）
枠連票数 計 407194 的中 （3－4） 48365（2番人気）
馬連票数 計1783825 的中 �� 148871（2番人気）
馬単票数 計 929651 的中 �� 38109（3番人気）
ワイド票数 計 652444 的中 �� 44300（2番人気）�� 72816（1番人気）�� 35305（3番人気）
3連複票数 計2053220 的中 ��� 139800（1番人気）
3連単票数 計3537414 的中 ��� 46934（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―25．2―36．7―48．4―59．8―1：11．4―1：23．0―1：34．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フェスティヴタロー �
�
父 ローエングリン �

�
母父 マジックマイルズ デビュー 2011．10．2 中山6着

2009．4．9生 牡5栗 母 アドマイヤゴールド 母母 ツルミダイヤ 19戦5勝 賞金 95，357，000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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 アナバティック号・ケイアイエレガント号・ダイワズーム号・ダノンミル号・ドリームトレイン号・フルアクセル号・

ホーカーテンペスト号・ポールアックス号
※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。

１レース目



00083 1月19日 晴 良 （26中山1）第7日 第11競走 ��
��2，000�第54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 37，000，000円 15，000，000円 9，300，000円 5，600，000円 3，700，000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
1：58．0
1：56．1

良
良

612	 プレイアンドリアル 牡3鹿 56 柴田 大知岡田 繁幸氏 河津 裕昭 新冠 森 牧場 478－102：01．1 7．3�
（川崎）

816 キングズオブザサン 牡3芦 56 大野 拓弥 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 474＋ 62：01．42 4．5�
611 アデイインザライフ 牡3鹿 56 横山 典弘池谷 誠一氏 鈴木 康弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 546± 0 〃 アタマ 7．3�
714 ピ オ ネ ロ 牡3鹿 56 蛯名 正義 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 486＋ 62：01．61 15．0�
510 マイネグレヴィル 牝3鹿 54 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 468＋ 6 〃 クビ 52．2	
815 ヴォルシェーブ 牡3栗 56 内田 博幸佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 494－ 22：01．7クビ 26．1

59 アグネスドリーム 牡3黒鹿56 柴田 善臣渡辺 孝男氏 森 秀行 浦河 高松牧場 470＋ 4 〃 クビ 94．9�
12 ア ル バ ー ト 牡3栗 56 戸崎 圭太林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 472＋ 82：01．8クビ 41．0�
713 デリッツァリモーネ 牡3鹿 56 G．ブノワ �キャロットファーム 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468± 0 〃 クビ 40．8
（仏）

47 ラ ン グ レ ー 牡3鹿 56 M．ギュイヨン �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 470－102：01．9クビ 5．9�
（仏）

36 エアアンセム 牡3黒鹿56 後藤 浩輝 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 476－ 6 〃 クビ 5．3�
24 ウインマーレライ 牡3黒鹿56 F．ベリー �ウイン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 500＋ 4 〃 アタマ 10．4�

（愛）

35 ショウナンラグーン 牡3黒鹿56 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 洞
湖 レイクヴィラファーム 496＋ 22：02．53� 78．2�
48 ディアデルレイ 牡3栗 56 田辺 裕信 �キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム 498± 02：02．71� 16．8�
23 ツクバアズマオー 牡3鹿 56 田中 勝春荻原 昭二氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 468± 02：03．87 75．8�
11 ホルボッシュ 牡3黒鹿56 北村 宏司窪田 康志氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 482－ 22：03．9クビ 25．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 193，216，400円 複勝： 280，802，400円 枠連： 163，636，700円
馬連： 742，860，100円 馬単： 349，584，000円 ワイド： 239，405，900円
3連複： 1，009，291，000円 3連単： 1，777，938，000円 計： 4，756，734，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 270円 � 180円 � 300円 枠 連（6－8） 850円

馬 連 �� 2，040円 馬 単 �� 4，700円

ワ イ ド �� 900円 �� 1，530円 �� 950円

3 連 複 ��� 7，430円 3 連 単 ��� 43，250円

票 数

単勝票数 計1932164 的中 � 208673（5番人気）
複勝票数 計2808024 的中 � 262818（4番人気）� 476299（1番人気）� 225387（5番人気）
枠連票数 計1636367 的中 （6－8） 142970（2番人気）
馬連票数 計7428601 的中 �� 268855（4番人気）
馬単票数 計3495840 的中 �� 54975（15番人気）
ワイド票数 計2394059 的中 �� 66726（5番人気）�� 37832（21番人気）�� 62528（8番人気）
3連複票数 計10092910 的中 ��� 100320（18番人気）
3連単票数 計17779380 的中 ��� 30343（107番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―12．9―11．7―12．6―11．7―12．0―11．9―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．4―36．3―48．0―1：00．6―1：12．3―1：24．3―1：36．2―1：48．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

	プレイアンドリアル �
�
父 デュランダル �

�
母父 ティンバーカントリー （3戦1勝 賞金 50，747，000円）

2011．3．22生 牡3鹿 母 シルクヴィーナス 母母 シルクフレアー
〔制裁〕 プレイアンドリアル号の騎手柴田大知は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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19日 晴 良 （26中山1）第7日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （芝・右・外）
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
1：30．7
1：30．7

良
良

23 ロベルクランツ 牡5鹿 57 内田 博幸 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 浦河 富菜牧場 432＋ 41：35．2 3．7�

611 インステイト 牡5栗 57 F．ベリー �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 526＋101：35．41� 12．9�
（愛）

612 ダイワフェーム 牡4黒鹿56 後藤 浩輝大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか 田上 稔 456± 0 〃 クビ 41．0�
35 ダノンビーナス 牝4鹿 54

53 ☆横山 和生�ダノックス 国枝 栄 日高 日高大洋牧場 424＋121：35．5	 61．0�
816 カ ケ ダ シ 牡4鹿 56 吉田 豊山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 496＋ 61：35．6	 16．3	
47 オーゴンチャチャ 牝4鹿 54 田辺 裕信永田 清男氏 谷原 義明 日高 田中 元寿 438＋ 4 〃 クビ 23．3

714 ロングシャドウ 牡4青鹿56 戸崎 圭太飯塚 知一氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 510＋14 〃 ハナ 3．2�
11 ティアップレーヴ 牝4芦 54 蛯名 正義田中 昇氏 高木 登 日高 大江牧場 482± 01：35．81	 5．3�
815 コスモソーク 牡4鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 旭 牧場 574＋441：35．9	 109．0
713 レッドヴィーヴォ 牡4黒鹿56 横山 典弘 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 450＋ 6 〃 ハナ 8．4�
12 
 アービバラスボーイ 牡4黒鹿56 武士沢友治古川 智洋氏 佐藤 吉勝 日高 賀張三浦牧場 456－151：36．21� 127．5�
24 コスモマートレット 牡4鹿 56 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 新冠 ムラカミファーム 498＋181：36．3� 76．5�
36 ファーストエバー 牡4鹿 56 田中 勝春吉田 照哉氏 牧 光二 千歳 社台ファーム 466＋281：36．51 37．8�
510 メロディフェア 牝4青鹿54 柴田 善臣星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 442± 01：36．6� 67．6�
59 カスティエル 牝4鹿 54 北村 宏司 P.G．ファッジ氏 尾関 知人 新ひだか 出羽牧場 438± 01：36．7	 15．3�
48 スリーデーモン 牡4青鹿56 大野 拓弥永井商事� 柄崎 孝 平取 びらとり牧場 518＋121：37．97 136．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，095，700円 複勝： 68，673，000円 枠連： 44，536，400円
馬連： 148，673，700円 馬単： 82，891，600円 ワイド： 56，568，900円
3連複： 191，257，800円 3連単： 360，845，600円 計： 1，004，542，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 410円 � 730円 枠 連（2－6） 2，030円

馬 連 �� 2，560円 馬 単 �� 4，070円

ワ イ ド �� 970円 �� 2，600円 �� 4，260円

3 連 複 ��� 27，010円 3 連 単 ��� 105，350円

票 数

単勝票数 計 510957 的中 � 110092（2番人気）
複勝票数 計 686730 的中 � 151470（1番人気）� 38788（6番人気）� 19860（9番人気）
枠連票数 計 445364 的中 （2－6） 16238（8番人気）
馬連票数 計1486737 的中 �� 42936（8番人気）
馬単票数 計 828916 的中 �� 15038（13番人気）
ワイド票数 計 565689 的中 �� 15013（9番人気）�� 5286（26番人気）�� 3187（44番人気）
3連複票数 計1912578 的中 ��� 5227（77番人気）
3連単票数 計3608456 的中 ��� 2528（285番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―11．7―11．8―12．0―11．9―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．9―35．6―47．4―59．4―1：11．3―1：23．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F35．8

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

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

勝馬の
紹 介

ロベルクランツ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2011．7．31 新潟2着

2009．3．27生 牡5鹿 母 アルフェッカ 母母 タケショウティアラ 15戦2勝 賞金 25，796，000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。
（非抽選馬） 6頭 タニセンダイナスト号・ピタゴラスコンマ号・フェニーチェ号・ベルゲンクライ号・マデューロ号・

ラヴネヴァーダイズ号
※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。

４レース目



（26中山1）第7日 1月19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 183頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

241，690，000円
9，890，000円
1，800，000円
21，900，000円
69，746，250円
5，030，000円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
563，370，200円
965，164，000円
421，922，000円
1，675，764，300円
925，390，800円
635，466，000円
2，173，056，800円
3，837，922，600円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 11，198，056，700円

総入場人員 24，744名 （有料入場人員 22，725名）
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