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00025 1月10日 晴 良 （28中山1）第3日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走9時55分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

611 ハイデンガールズ 牝3栗 54 蛯名 正義 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか 飛野牧場 456± 01：13．6 13．0�
11 ナックビーナス 牝3青鹿54 横山 典弘小松 欣也氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 506＋10 〃 クビ 3．8�
24 ヤマイチジャスティ 牝3鹿 54 内田 博幸坂本 肇氏 高市 圭二 浦河 信岡牧場 476± 0 〃 アタマ 4．2�
23 サノノカガヤキ 牡3鹿 56 石橋 脩ビジョンサラブレッドクラブ 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 476± 01：14．13 199．1�
816 ロードインスパイア 牡3青鹿56 F．ベリー �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 456＋ 6 〃 アタマ 2．7�

（愛）

35 ラ ブ ロ イ �3青鹿56 三浦 皇成 M・
Kenichiホールディング� 小島 茂之 浦河 宮内牧場 472－101：14．52� 102．5	

59 フッカツノノロシ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 前田 宗将 490－ 81：14．71	 26．7

510 アポロノホウリン 牡3鹿 56 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 478＋10 〃 ハナ 15．2�
714 ユ ッ セ 牝3栗 54 西村 太一�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 有限会社

松田牧場 466± 01：15．12� 248．7
612 ノ ボ ド ラ ゴ 牡3鹿 56 吉田 豊�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 482＋10 〃 クビ 28．6�
713 グラスウォリアー 牡3芦 56 柴田 大知半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 484＋101：15．2クビ 9．0�
47 アンデスコンドル 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹 �スピードファーム佐藤 吉勝 浦河 谷川牧場 488＋ 41：15．41	 51．3�
48 クインズネプチュン 牝3鹿 54 津村 明秀 �クイーンズ・ランチ 和田正一郎 新ひだか 大滝 康晴 432± 01：15．61	 279．5�
815 アデューシャーク 牝3黒鹿54 江田 照男島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 430－ 21：15．7クビ 48．6�
12 ラッキースピード 牝3黒鹿54 丸山 元気竹原 孝昭氏 石毛 善彦 鹿児島 吉永ファーム 432－ 61：16．23 274．7�
36 ソロショット 牡3黒鹿 56

54 △伴 啓太�明栄商事 松山 将樹 浦河 江谷 重雄 B478－ 61：16．3
 355．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，609，100円 複勝： 46，192，500円 枠連： 18，433，100円
馬連： 79，211，700円 馬単： 41，820，700円 ワイド： 44，238，100円
3連複： 112，204，700円 3連単： 153，068，400円 計： 522，778，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 340円 � 160円 � 140円 枠 連（1－6） 2，080円

馬 連 �� 3，160円 馬 単 �� 7，270円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 960円 �� 300円

3 連 複 ��� 3，350円 3 連 単 ��� 29，070円

票 数

単勝票数 計 276091 的中 � 16935（5番人気）
複勝票数 計 461925 的中 � 25644（6番人気）� 80861（3番人気）� 102748（2番人気）
枠連票数 計 184331 的中 （1－6） 6845（7番人気）
馬連票数 計 792117 的中 �� 19403（10番人気）
馬単票数 計 418207 的中 �� 4312（24番人気）
ワイド票数 計 442381 的中 �� 10278（11番人気）�� 10969（10番人気）�� 43792（3番人気）
3連複票数 計1122047 的中 ��� 25104（10番人気）
3連単票数 計1530684 的中 ��� 3817（87番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．9―12．5―12．8―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．6―47．1―59．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．9―3F39．0
3 1（8，16，12）11，10，7（9，14）（2，3，6）（13，4）－（5，15） 4 ・（1，16）8（11，12）10（7，14）9（2，3，6，13，4）5－15

勝馬の
紹 介

ハイデンガールズ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 トワイニング デビュー 2015．11．14 東京9着

2013．3．4生 牝3栗 母 チーキーガールズ 母母 ブルーベイブリッジ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 アンデスコンドル号の騎手井上敏樹は，発走直後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 エルフリーデ号・ハミングウィズミー号・ペイシャスナッチ号・ボーナスチャンス号
（非抽選馬） 9頭 オリエンタルイギー号・クラウンラーク号・コウキアツガール号・ジンクフィンガー号・セレノグラフィー号・

タニガワ号・ナムラモンロー号・ペイシャナイト号・ルクナバード号
※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。

00026 1月10日 晴 良 （28中山1）第3日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時25分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

713 コウセイオリーヴ 牝3鹿 54 田辺 裕信杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 イワミ牧場 446－ 21：57．2 10．7�
59 マジカルウインド 牝3黒鹿54 内田 博幸村野 康司氏 栗田 徹 日高 下河辺牧場 452＋ 41：57．3� 3．0�
35 アルセナーレ 牝3鹿 54 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 新開 幸一 新ひだか ケイアイファーム 504＋ 41：57．51 2．8�
815 アイルーロス 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中川 公成 青森 諏訪牧場 446＋ 61：58．03 80．3�
612 ハヤブサプリプリ 牝3鹿 54 吉田 隼人武田 修氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 450± 0 〃 ハナ 53．8	
36 クインズコイヌール 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹 �クイーンズ・ランチ 田村 康仁 浦河 谷口牧場 460＋ 21：58．1� 18．6

714 ブライトガーランド 牝3栗 54 吉田 豊下河辺隆行氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 482＋ 61：58．42 7．8�
12 ジョリガーニャント 牝3鹿 54 三浦 皇成井上 一郎氏 矢野 英一 新冠 須崎牧場 476＋ 21：59．03� 13．1�
611 ア ツ コ 牝3鹿 54 戸崎 圭太由井健太郎氏 尾関 知人 日高 豊洋牧場 478＋121：59．53 15．5
47 ゴシップローズ 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 新冠 村本牧場 476－ 82：00．13� 55．5�
11 ノブアニバーサリー 牝3鹿 54 田中 勝春前田 亘輝氏 畠山 吉宏 浦河 山下 恭茂 424－182：00．41� 242．2�
48 ピクニックガーデン 牝3鹿 54 L．コントレラス�明栄商事 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 490± 0 〃 クビ 30．8�

（加）

510 キタノシャーロット 牝3鹿 54 長岡 禎仁北所 直人氏 竹内 正洋 新冠 村上 欽哉 458－162：00．5クビ 232．4�
23 リーネアロッサ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹�ターフ・スポート杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 432± 02：01．67 25．2�
24 ボッチボール 牝3鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 谷原 義明 新ひだか 山際牧場 426＋ 62：01．81� 308．8�
816 フェイマスアゲン 牝3栗 54 松岡 正海浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 日高 藤本ファーム B458＋ 62：03．8大差 45．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，978，500円 複勝： 42，233，800円 枠連： 19，641，700円
馬連： 68，928，900円 馬単： 37，794，800円 ワイド： 38，385，500円
3連複： 90，026，700円 3連単： 121，102，600円 計： 444，092，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 200円 � 120円 � 110円 枠 連（5－7） 680円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 3，880円

ワ イ ド �� 430円 �� 410円 �� 220円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 10，250円

票 数

単勝票数 計 259785 的中 � 19251（4番人気）
複勝票数 計 422338 的中 � 38157（4番人気）� 95281（2番人気）� 116304（1番人気）
枠連票数 計 196417 的中 （5－7） 22242（3番人気）
馬連票数 計 689289 的中 �� 35400（6番人気）
馬単票数 計 377948 的中 �� 7300（13番人気）
ワイド票数 計 383855 的中 �� 20594（4番人気）�� 22101（3番人気）�� 52252（1番人気）
3連複票数 計 900267 的中 ��� 64937（2番人気）
3連単票数 計1211026 的中 ��� 8565（22番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―12．8―12．7―13．0―13．1―13．5―13．2―14．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―37．4―50．1―1：03．1―1：16．2―1：29．7―1：42．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F54．1―3F41．0
1
3
5（7，10，13，16）2（6，15）（4，8）9，11，14－12－3＝1・（5，10，13）9（2，15，11）7（6，8）14（16，3）（4，12）－1

2
4

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

コウセイオリーヴ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 アルカセット デビュー 2015．10．25 新潟6着

2013．3．31生 牝3鹿 母 フラワーフェアリー 母母 フリーフォーギブン 4戦1勝 賞金 8，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フェイマスアゲン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年2月10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 ハンキードーリ号・フィオレンツァ号
※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３日



00027 1月10日 晴 良 （28中山1）第3日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時55分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

59 イルフォーコン 牡3黒鹿56 松岡 正海 H.F Association 尾形 和幸 浦河 福田牧場 456± 01：57．4 8．8�
713 ダイリュウハヤテ 牡3鹿 56 武士沢友治大野 龍氏 古賀 史生 新ひだか 木田牧場 506－ 41：57．82� 5．9�
815 ミュゼリバイアサン 牡3鹿 56 柴山 雄一坂本 肇氏 黒岩 陽一 新ひだか 水上 習孝 522＋141：57．9クビ 9．4�
35 エリモグレイス 牡3鹿 56 黛 弘人山本 慎一氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 494± 01：58．0� 81．2�
714 ソーアメージング 牡3鹿 56 三浦 皇成 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 510＋ 61：58．31� 4．7�
48 エンジェルサイン 牡3黒鹿56 田辺 裕信窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 482－ 61：58．83 3．7	
36 リーガルオフィス 牡3鹿 56 大野 拓弥山田 弘氏 高木 登 日高 日高大洋牧場 464＋101：59．12 6．0

612 コイセヨダンシ 牡3黒鹿56 田中 勝春丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 466＋ 4 〃 ハナ 68．2�
24 キ ッ ス イ 牡3黒鹿56 石橋 脩�ターフ・スポート勢司 和浩 日高 ナカノファーム 466＋ 21：59．52� 123．0�
47 ウイントリオンフ 牡3鹿 56 内田 博幸ウイン 奥平 雅士 新ひだか 増本牧場 B490＋ 4 〃 ハナ 24．5�
611 ホワイトルーク 牡3青鹿56 L．コントレラス 吉田 和美氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 586＋ 8 〃 ハナ 20．3�

（加）

816 ツクバキセキ 牡3鹿 56 丸山 元気荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 片山牧場 440＋ 61：59．71� 34．6�
23 グリーンベレー 牡3黒鹿56 吉田 豊塩田 清氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 478＋ 21：59．8� 117．9�
12 フレンドリーノヴァ 牡3青鹿56 柴田 善臣増山 武志氏 大和田 成 様似 猿倉牧場 532－ 22：00．01� 17．4�
510 ベルウッドユウキ 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹鈴木 照雄氏 和田 雄二 むかわ 市川牧場 B474＋ 62：01．7大差 328．2�
11 ヴィクトリーミエル 牝3鹿 54 嶋田 純次古賀 慎一氏 谷原 義明 新冠 スカイビーチステーブル B440＋ 4 （競走中止） 302．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，674，200円 複勝： 49，571，400円 枠連： 21，714，600円
馬連： 81，549，400円 馬単： 39，033，600円 ワイド： 44，281，100円
3連複： 106，709，500円 3連単： 132，189，100円 計： 506，722，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 260円 � 200円 � 290円 枠 連（5－7） 1，650円

馬 連 �� 2，240円 馬 単 �� 4，250円

ワ イ ド �� 810円 �� 1，210円 �� 690円

3 連 複 ��� 4，860円 3 連 単 ��� 27，360円

票 数

単勝票数 計 316742 的中 � 28792（5番人気）
複勝票数 計 495714 的中 � 47255（5番人気）� 70314（3番人気）� 41684（6番人気）
枠連票数 計 217146 的中 （5－7） 10189（7番人気）
馬連票数 計 815494 的中 �� 28117（10番人気）
馬単票数 計 390336 的中 �� 6882（17番人気）
ワイド票数 計 442811 的中 �� 14127（9番人気）�� 9141（17番人気）�� 16968（6番人気）
3連複票数 計1067095 的中 ��� 16440（16番人気）
3連単票数 計1321891 的中 ��� 3502（90番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．7―38．4―52．3―1：05．4―1：18．4―1：31．4―1：44．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．0
1
3
15，13，14（11，7）（2，6，9）（4，5）8（10，12）3，16＝1
15（13，14）（11，6，7，9）5（2，4，8）（12，16，3）－10

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

勝馬の
紹 介

イルフォーコン �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2015．10．17 東京8着

2013．3．20生 牡3黒鹿 母 ギブミーアチャンス 母母 ペ リ ド ッ ト 4戦1勝 賞金 5，750，000円
〔競走中止〕 ヴィクトリーミエル号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
※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。
（非抽選馬） 7頭 アマリリス号・ウインアンビション号・ヴェロレジーナ号・エクセレントロード号・ジャンセンノ号・

タニマサガール号・テイエムユメハナビ号
※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。

00028 1月10日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （28中山1）第3日 第4競走 ��2，880�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時25分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，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3：10．2良・良

711 タ ピ エ ス 牡4鹿 59 中村 将之細川祐季子氏 浅見 秀一 新ひだか 萩澤 俊雄 480＋ 23：14．2 9．1�
69 マイネルマーク 牡8青鹿60 五十嵐雄祐 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 494＋ 63：14．3� 3．0�
34 � エルインペレイター �6鹿 60 浜野谷憲尚�ジェイアール 戸田 博文 千歳 社台ファーム 500＋ 43：14．51	 2．9�
813 シゲルハリマ 牡5栗 60 草野 太郎森中 蕃氏 伊藤 正徳 新ひだか 三石川上牧場 510－ 43：14．92
 13．1�
45 トーセンメリッサ 牝4青 57 小野寺祐太島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 458＋ 63：15．11
 25．7	
11 スマートギア 牡11栗 60 原田 和真岡田 壮史氏 岩戸 孝樹 新冠 大栄牧場 472＋ 63：15．73
 6．2

33 タイヨウロマン 牡5栗 60 金子 光希太陽光� 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム 476＋143：16．55 21．8�
57 ル ー 牡6鹿 60 山本 康志武田 茂男氏 奥村 武 新ひだか 前田 宗将 472＋ 83：16．81� 24．3�
58 リターンエース 牡4栗 59 大江原 圭西村新一郎氏 蛯名 利弘 新ひだか 田原橋本牧場 450＋ 83：16．9� 63．3
22 マコトダッソー 牡4栗 59 上野 翔�ディアマント 水野 貴広 様似 出口 繁夫 480－ 83：17．32
 29．6�
610 ララオムドゥクー 牡4鹿 59 石神 深一フジイ興産� 粕谷 昌央 浦河 ヒダカフアーム 480＋223：17．72
 62．4�
46 エンパイアサンデー 牡4鹿 59 蓑島 靖典戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 520＋ 63：17．8
 127．7�
814� ローレンルーナ �7鹿 60 江田 勇亮林 正道氏 田村 康仁 米 Yoichi

Aoyama 488＋ 43：19．18 38．2�
712 クラウンボースロン 牡6鹿 60 高野 和馬矢野 恭裕氏 伊藤 伸一 熊本 本田 土寿 468－ 83：19．41� 238．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，586，200円 複勝： 26，548，500円 枠連： 17，730，100円
馬連： 55，780，600円 馬単： 32，400，300円 ワイド： 29，517，700円
3連複： 77，585，600円 3連単： 115，559，500円 計： 377，708，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 180円 � 130円 � 130円 枠 連（6－7） 1，200円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 3，220円

ワ イ ド �� 450円 �� 510円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 8，800円

票 数

単勝票数 計 225862 的中 � 19681（4番人気）
複勝票数 計 265485 的中 � 28453（4番人気）� 58874（2番人気）� 61457（1番人気）
枠連票数 計 177301 的中 （6－7） 11379（4番人気）
馬連票数 計 557806 的中 �� 32107（4番人気）
馬単票数 計 324003 的中 �� 7538（11番人気）
ワイド票数 計 295177 的中 �� 15152（4番人気）�� 13147（7番人気）�� 44180（1番人気）
3連複票数 計 775856 的中 ��� 53441（2番人気）
3連単票数 計1155595 的中 ��� 9518（17番人気）
上り 1マイル 1：47．2 4F 54．4－3F 41．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→�→
→�」
1
�
4，1－（14，9）－（8，11）13－3－7－（10，2）－（6，12）－5・（4，1）－13（9，11）＝8，3－14－7，5－2＝10－12，6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タ ピ エ ス �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 オ ジ ジ ア ン デビュー 2014．8．31 札幌7着

2012．4．22生 牡4鹿 母 エリモジェニー 母母 エリモファンタジー 障害：6戦1勝 賞金 11，500，000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 アルディエス号



00029 1月10日 晴 良 （28中山1）第3日 第5競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳

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

中央レコード
2：10．1
2：10．0

良
良

48 ユークリッド 牡3栗 56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 追分ファーム 506＋ 62：15．1 4．5�
47 メ ゾ ン リ ー 牡3黒鹿56 横山 典弘西野 晴夫氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482± 02：15．31� 2．5�
59 ビルトアゲン 牡3黒鹿56 吉田 隼人浅川 皓司氏 高木 登 浦河 帰山 清貴 474± 02：15．62 87．7�
36 ギンザマトリックス 牡3栗 56 勝浦 正樹有馬 博文氏 水野 貴広 浦河 高昭牧場 446＋ 42：15．81� 21．6�
24 シュティルヴァルト 牡3栗 56 田辺 裕信 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 470＋ 4 〃 ハナ 14．4	
23 ロ ジ カ ロ ン 牡3栗 56 大野 拓弥久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 452－ 82：15．9クビ 10．3

815 キャノンストリート 牡3鹿 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 松田牧場 460＋ 22：16．22 6．5�
714 アップトゥイレヴン 牡3鹿 56

55 ☆石川裕紀人岡田 壮史氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 496＋ 2 〃 アタマ 14．8�
510	 スケッチブック 牡3鹿 56 柴山 雄一大塚 亮一氏 奥村 武 英 Mill House

Stud 488＋102：16．3� 23．8
35 ノーブルサンズ 牝3栗 54

51 ▲井上 敏樹吉木 伸彦氏 田村 康仁 浦河 ガーベラパー
クスタツド 440－ 62：16．5
 54．4�

11 タカラピクシイ 牝3鹿 54 丸田 恭介村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 456－ 6 〃 ハナ 201．6�
816 カルマフォース 牝3鹿 54 石橋 脩花野 友象氏 田中 清隆 新冠 競優牧場 466＋ 42：16．81
 439．2�
611 ベニバナルートイン 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎ベニバナ組合 畠山 吉宏 むかわ 渡辺 隆 418－102：16．9� 498．3�
12 ジ ェ ロ デ ィ 牡3青鹿56 F．ベリー 吉田 和美氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 514－10 〃 クビ 8．4�

（愛）

612 ディヴェルシオーネ 牝3栗 54 松岡 正海佐々木雄二氏 中川 公成 浦河 村中牧場 460－ 82：17．32� 113．6�
713 バンダムザマジック 牡3栗 56 田中 勝春山科 統氏 黒岩 陽一 新ひだか 前田 宗将 514＋102：18．04 196．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，625，900円 複勝： 53，269，500円 枠連： 25，395，100円
馬連： 88，811，400円 馬単： 45，234，600円 ワイド： 49，163，300円
3連複： 113，850，200円 3連単： 150，337，800円 計： 562，687，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 140円 � 970円 枠 連（4－4） 640円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 330円 �� 4，730円 �� 2，760円

3 連 複 ��� 11，590円 3 連 単 ��� 50，080円

票 数

単勝票数 計 366259 的中 � 63851（2番人気）
複勝票数 計 532695 的中 � 86298（2番人気）� 133896（1番人気）� 9070（11番人気）
枠連票数 計 253951 的中 （4－4） 30523（3番人気）
馬連票数 計 888114 的中 �� 100718（1番人気）
馬単票数 計 452346 的中 �� 22824（3番人気）
ワイド票数 計 491633 的中 �� 44142（1番人気）�� 2446（43番人気）�� 4233（32番人気）
3連複票数 計1138502 的中 ��� 7365（37番人気）
3連単票数 計1503378 的中 ��� 2176（161番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．4―23．4―36．1―48．7―1：00．9―1：13．6―1：26．3―1：38．9―1：51．1―2：03．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ユークリッド �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 Saint Ballado デビュー 2015．12．13 中京4着

2013．3．22生 牡3栗 母 オ ル テ ィ ア 母母 Donna Viola 2戦1勝 賞金 6，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の15頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）15頭 アスコットチャンプ号・アフェクテューズ号・ウインラングロワ号・ウエスタンエスプリ号・キングサンデー号・

コスモブランカ号・コスモリンクス号・サクセスボーイ号・サニーヴィクトリー号・ビクターウィナー号・ブリーロ号・
フレンドリトル号・マイネルクラフト号・マイネルシュタット号・マーヴェラスデー号

※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。

00030 1月10日 晴 良 （28中山1）第3日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時45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

35 � サバンナロード 牡3鹿 56 F．ベリー 吉田 和美氏 木村 哲也 米 Michael
Sucher 542 ―1：38．7 5．8�

（愛）

24 ダノンアイリス 牝3青鹿54 横山 典弘�ダノックス 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 452 ― 〃 クビ 7．9�
612 コイスルキセキ 牝3鹿 54 内田 博幸 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム 454 ―1：39．12� 8．6�
59 テイエムダークダン 牡3鹿 56 柴田 善臣竹園 正繼氏 石栗 龍彦 伊達 高橋農場 464 ―1：39．2クビ 211．0�
36 スパツィアーレ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太原 	子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 484 ―1：39．3� 1．6	
12 ダンスパープル 牝3鹿 54 丸山 元気髙嶋 祐子氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム 446 ―1：39．72� 22．3

510 マイネルコローレ 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 中本牧場 472 ―1：39．91
 100．8�
714 ウインシガーロ 牡3鹿 56 松岡 正海�ウイン 高橋 裕 新冠 コスモヴューファーム 452 ― 〃 クビ 46．9�
23 ディアブルルージュ 牝3鹿 54 田中 勝春山本 英俊氏 黒岩 陽一 浦河 辻 牧場 438 ― 〃 ハナ 68．5
816 シ ュ ム カ ネ 牝3栗 54

52 △伴 啓太 �ビッグレッドファーム 和田 正道 日高 長田ファーム 402 ― 〃 ハナ 161．0�
713 チムニーロック 牡3鹿 56

55 ☆石川裕紀人畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 502 ― 〃 ハナ 37．2�
11 マイネルヴァッサー 牡3鹿 56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム 426 ― 〃 ハナ 85．8�
611 キ ラ ボ シ 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 418 ―1：40．0� 259．7�
48 クラシックス 牝3黒鹿54 田辺 裕信木村 直樹氏 大竹 正博 新冠 村田牧場 470 ―1：40．42� 13．1�
815 キャサリンガール 牝3鹿 54 蛯名 正義松本 俊廣氏 勢司 和浩 新冠 タニグチ牧場 424 ―1：40．82� 63．9�
47 スリーパール 牝3黒鹿54 長岡 禎仁永井商事� 柄崎 孝 新ひだか 武 牧場 430 ―1：41．11� 235．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，959，600円 複勝： 52，908，500円 枠連： 23，088，000円
馬連： 71，732，100円 馬単： 48，732，100円 ワイド： 39，568，600円
3連複： 86，488，800円 3連単： 142，260，300円 計： 502，738，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 230円 � 270円 � 290円 枠 連（2－3） 510円

馬 連 �� 2，490円 馬 単 �� 4，640円

ワ イ ド �� 780円 �� 820円 �� 820円

3 連 複 ��� 5，000円 3 連 単 ��� 27，570円

票 数

単勝票数 計 379596 的中 � 51895（2番人気）
複勝票数 計 529085 的中 � 62738（2番人気）� 51676（3番人気）� 46263（4番人気）
枠連票数 計 230880 的中 （2－3） 34919（1番人気）
馬連票数 計 717321 的中 �� 22299（7番人気）
馬単票数 計 487321 的中 �� 7864（12番人気）
ワイド票数 計 395686 的中 �� 13076（6番人気）�� 12338（7番人気）�� 12297（8番人気）
3連複票数 計 864888 的中 ��� 12960（14番人気）
3連単票数 計1422603 的中 ��� 3740（71番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―25．1―37．8―50．8―1：03．8―1：16．0―1：27．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．9―3F34．9

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

勝馬の
紹 介

�サバンナロード �
�
父 Street Boss �

�
母父 Forest Camp 初出走

2013．4．11生 牡3鹿 母 Trisha 母母 Trisha Runs 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19頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）19頭 カミノチェリー号・コスモバード号・ゴールドサミット号・サツキグレース号・スウィートカラー号・

デルマスギサク号・ヌーヴェルモード号・ネオヴェルザンディ号・ビレッジイッキ号・フォーシーム号・
プレイヤード号・ボゴールパイン号・ボトルガーデン号・マイネルディセント号・ミエノドリーマー号・
ラストブライトネス号・リネンリトルキング号・レイエストレヤ号・レーヴドブラン号

※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。



00031 1月10日 晴 良 （28中山1）第3日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時15分 （ダート・右）

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
1：48．5
1：47．8

重
重

816 アンジェラスベル 牝6鹿 55 柴田 大知田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 B480± 01：55．0 36．5�
510 スカーボロフェア 牝4鹿 54 松岡 正海 H.H．シェイク・モハメド 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B434－ 21：55．21 38．4�
12 パパラヴズマンボ 牝4青鹿54 黛 弘人�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 436＋ 41：55．62� 21．9�
815� モ シ モ シ 牝6黒鹿 55

54 ☆石川裕紀人小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 426－ 41：56．02� 27．0�
11 フィールザプリティ 牝4黒鹿54 大野 拓弥櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 462＋ 41：56．1� 5．0�
35 オトメチャン 牝4鹿 54 三浦 皇成	明栄商事 高柳 瑞樹 新ひだか 野坂牧場 508＋ 21：56．2クビ 5．5

713� ラゴディラゴライ 牝6鹿 55 戸崎 圭太佐藤 則子氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：56．3� 6．9�
59 デルマサリーチャン 牝5鹿 55 長岡 禎仁浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 474－ 21：56．72� 142．2�
47 マカワオクイーン 牝4栗 54 柴山 雄一金子真人ホール

ディングス	 二ノ宮敬宇 日高 日高大洋牧場 484＋ 41：57．23 3．1
611 ク ー ト ネ イ 牝4鹿 54 内田 博幸 �ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 平取 船越 伸也 464＋ 21：57．3クビ 99．4�
714 トミケンチャダル 牝4鹿 54 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 武市 康男 新ひだか 服部 牧場 B466－ 21：57．62 82．5�
48 ファインドヌーヴ 牝4芦 54 丸山 元気井山 登氏 矢野 英一 新冠 岩見牧場 448－ 21：57．81	 9．4�
24 マラカイトスター 牝4栗 54 津村 明秀本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 斉藤スタッド B462－ 21：58．43� 37．0�
23 カナラズカナラズ 牝4鹿 54 江田 照男小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 日の出牧場 B452＋ 21：58．5� 71．9�
36 ツクバスマイル 牝4青鹿54 吉田 豊荻原 昭二氏 尾形 充弘 平取 清水牧場 508＋221：59．56 10．5�
612 バ イ レ 牝4芦 54 蛯名 正義 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム B484＋142：00．24 172．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，140，500円 複勝： 58，195，900円 枠連： 28，297，600円
馬連： 99，433，300円 馬単： 46，034，900円 ワイド： 51，821，800円
3連複： 128，944，300円 3連単： 163，439，200円 計： 611，307，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，650円 複 勝 � 960円 � 1，050円 � 580円 枠 連（5－8） 11，720円

馬 連 �� 47，360円 馬 単 �� 101，240円

ワ イ ド �� 10，250円 �� 8，300円 �� 8，100円

3 連 複 ��� 249，240円 3 連 単 ��� 2，418，230円

票 数

単勝票数 計 351405 的中 � 7691（9番人気）
複勝票数 計 581959 的中 � 15873（10番人気）� 14336（11番人気）� 27749（7番人気）
枠連票数 計 282976 的中 （5－8） 1870（27番人気）
馬連票数 計 994333 的中 �� 1627（73番人気）
馬単票数 計 460349 的中 �� 341（150番人気）
ワイド票数 計 518218 的中 �� 1304（68番人気）�� 1613（62番人気）�� 1652（61番人気）
3連複票数 計1289443 的中 ��� 388（306番人気）
3連単票数 計1634392 的中 ��� 49（2152番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．5―13．2―12．8―12．9―13．4―13．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―36．4―49．6―1：02．4―1：15．3―1：28．7―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アンジェラスベル �
�
父 Oratorio �

�
母父 Montjeu デビュー 2012．8．25 新潟5着

2010．3．5生 牝6鹿 母 マヤノダンシャラ 母母 Dunshara 31戦3勝 賞金 29，040，000円
〔制裁〕 デルマサリーチャン号の騎手長岡禎仁は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
〔その他〕 バイレ号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

00032 1月10日 晴 良 （28中山1）第3日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時50分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

714� ウォリアーズソウル 	4鹿 56 蛯名 正義 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 矢野 英一 米 Dixiana

Farms, LLC 516＋ 21：12．2 2．6�
510�
 ディプロムソング 牡5芦 57 戸崎 圭太林 正道氏 的場 均 米 Southern Equine

Stables, LLC 496－ 2 〃 クビ 4．1�
59 アミーキティア 牝4栗 54 丸田 恭介�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470＋ 61：12．3� 4．7�
36 ディアドナテロ 牡4黒鹿56 F．ベリー ディアレストクラブ� 池上 昌弘 新冠 武田牧場 B492＋ 81：12．4� 23．5�

（愛）

815 グランアラミス 	4栗 56
53 ▲井上 敏樹岡田 牧雄氏 古賀 史生 新ひだか 池田牧場 502＋ 81：12．82 19．9�

816 フジゴウカイ 牡4黒鹿56 内田 博幸荒木 誠氏 伊藤 伸一 新冠 対馬 正 494－ 81：13．01� 14．5	
611 ウエスタンニンジャ 牡5栗 57 柴田 善臣西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか ウエスタンファーム B478＋121：13．1� 56．9

12 ウサギノカケアシ 牡4芦 56 江田 照男桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 大滝 康晴 474± 01：13．2� 17．0�
24 ジャストサウンド 牡4鹿 56 L．コントレラス 増田 雄一氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 462＋ 81：13．51� 269．8�

（加）

612 サンアルパイン 牡4鹿 56 松岡 正海加藤 信之氏 萱野 浩二 浦河 今井 秀樹 B504＋ 41：13．71� 22．9
713 ナリノネーヴェ 牝4芦 54

51 ▲木幡 初也成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 412± 01：13．91 135．9�
11 � ミ タ イ ナ 牝4黒鹿53 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 豪 Mr R Gorton 510－ 11：14．11� 86．3�
47 レッドブラッサム 牝4黒鹿54 田中 勝春 �東京ホースレーシング 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 442－ 2 〃 アタマ 39．1�
48 
 クラウンマヒコス 牡4栗 56 柴山 雄一矢野まり子氏 松永 康利 日高 クラウン日高牧場 424－161：14．2クビ 123．3�
23 ナミノリゴリラ 牝4黒鹿 54

53 ☆石川裕紀人小田切 光氏 高橋 祥泰 日高 大江牧場 464＋ 8 〃 アタマ 18．4�
35 
 プレシャスヴィガー 牝5栗 55 横山 和生 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 472－ 61：17．6大差 38．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，163，900円 複勝： 66，878，300円 枠連： 36，579，300円
馬連： 125，825，100円 馬単： 58，613，500円 ワイド： 67，598，900円
3連複： 162，062，400円 3連単： 205，102，900円 計： 767，824，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 140円 � 160円 枠 連（5－7） 330円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 250円 �� 310円 �� 420円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 3，160円

票 数

単勝票数 計 451639 的中 � 137725（1番人気）
複勝票数 計 668783 的中 � 157990（1番人気）� 122128（2番人気）� 94144（3番人気）
枠連票数 計 365793 的中 （5－7） 85603（1番人気）
馬連票数 計1258251 的中 �� 166171（1番人気）
馬単票数 計 586135 的中 �� 44063（1番人気）
ワイド票数 計 675989 的中 �� 72704（1番人気）�� 55296（2番人気）�� 38025（3番人気）
3連複票数 計1620624 的中 ��� 146884（1番人気）
3連単票数 計2051029 的中 ��� 46955（1番人気）

ハロンタイム 11．8―11．0―11．8―12．5―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．8―34．6―47．1―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ウォリアーズソウル �
�
父 Warrior’s Reward �

�
母父 Vindication デビュー 2014．8．17 新潟2着

2012．2．26生 	4鹿 母 I Luv U Nani 母母 Western League 10戦2勝 賞金 22，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プレシャスヴィガー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年2月10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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 イアペトス号・ヴェアリアスサマー号・ウーマン号・カシノトラダマシイ号・サウスリュウセイ号・ダイワジャスト号・

パッシオーネラヴィ号・ペイシャピュア号
※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。



00033 1月10日 晴 良 （28中山1）第3日 第9競走 ��
��2，000�

か ん ち く

寒 竹 賞
発走14時25分 （芝・右）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000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
1：57．8
1：56．1

良
良

36 タイセイサミット 牡3栗 56 内田 博幸田中 成奉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 494－ 22：00．7 4．4�
11 シュペルミエール 牡3栗 56 柴山 雄一 �キャロットファーム 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506＋ 4 〃 クビ 13．2�
48 ノ ガ ロ 牡3栗 56 F．ベリー 金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 510－ 62：01．01� 3．8�
（愛）

815 ステイパーシスト 牡3黒鹿56 石川裕紀人吉田 照哉氏 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 422± 02：01．21� 4．7�

24 リ ン ク ス 牡3鹿 56 柴田 善臣 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 474＋ 22：01．3	 4．8	

612 コスモプロテア 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 458＋ 6 〃 アタマ 37．3

714 ネイビーブルー 牡3鹿 56 戸崎 圭太青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 486＋ 62：01．4クビ 18．6�
611 スパーキングジョイ 牡3栗 56 吉田 隼人幅田 京子氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 488＋ 2 〃 ハナ 106．6�
59 マヤノピナクル 牡3鹿 56 三浦 皇成田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 450＋ 22：01．61	 14．3
816 スズハヤトウー 牡3鹿 56 田中 勝春宮原 廣伸氏 松永 康利 新冠 長浜牧場 478＋ 62：01．81� 157．1�
35 ガルガンチュア 牡3栗 56 勝浦 正樹渡邊 隆氏 尾形 充弘 苫小牧 藤澤 昭勝 420± 02：01．9	 182．0�
12 コスモヴェッキオ 牡3黒鹿56 丹内 祐次岡田 繁幸氏 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム 462＋ 6 〃 クビ 276．7�
23 
 サンエイゴールド 牡3黒鹿56 松岡 正海鈴木 雅俊氏 瀬戸 幸一 新冠 ビッグレッドファーム 482＋ 4 〃 同着 140．0�

（岩手）

47 � プールアンレーヴ 牡3鹿 56 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 愛 Earl Ecurie Du

Grand Chene 470＋ 42：02．11� 63．7�
510 ネコダンサー 牡3黒鹿56 石橋 脩桐谷 茂氏 堀井 雅広 新ひだか 落合 一巳 478－ 42：02．31	 185．1�
713 マツリダバッハ 牡3青鹿56 蛯名 正義髙橋 文枝氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 492＋ 82：02．62 15．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 73，545，000円 複勝： 106，001，500円 枠連： 38，381，500円
馬連： 202，838，000円 馬単： 88，627，200円 ワイド： 92，324，500円
3連複： 241，505，800円 3連単： 331，045，100円 計： 1，174，268，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 290円 � 160円 枠 連（1－3） 3，000円

馬 連 �� 2，910円 馬 単 �� 4，950円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 380円 �� 780円

3 連 複 ��� 3，200円 3 連 単 ��� 21，260円

票 数

単勝票数 計 735450 的中 � 133496（2番人気）
複勝票数 計1060015 的中 � 177222（2番人気）� 76284（5番人気）� 195844（1番人気）
枠連票数 計 383815 的中 （1－3） 9915（16番人気）
馬連票数 計2028380 的中 �� 53907（11番人気）
馬単票数 計 886272 的中 �� 13425（20番人気）
ワイド票数 計 923245 的中 �� 20173（15番人気）�� 66995（1番人気）�� 29291（7番人気）
3連複票数 計2415058 的中 ��� 56481（5番人気）
3連単票数 計3310451 的中 ��� 11285（55番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―12．3―11．8―12．9―12．5―12．7―11．8―11．7―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．4―35．7―47．5―1：00．4―1：12．9―1：25．6―1：37．4―1：49．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F35．1
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイサミット �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2015．9．19 阪神2着

2013．5．18生 牡3栗 母 ヴァインドレッサー 母母 ヴァイオレットラブ 6戦2勝 賞金 20，157，000円
〔制裁〕 ノガロ号の騎手F．ベリーは，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：10番・13番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ダイチラディウス号
※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。

00034 1月10日 晴 良 （28中山1）第3日 第10競走 ��
��1，800�

しょうふく

招福ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，27．1．10以降28．1．5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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

813 マイネルバウンス 牡7栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 502± 01：53．7 11．7�

34 セイカフォルテ 牡8鹿 53 柴田 大知久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 456＋ 8 〃 アタマ 70．2�
711 エ ル マ ン ボ 牡6青鹿56 F．ベリー �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 536± 01：53．8� 6．7�

（愛）

46 メイショウスミトモ 牡5鹿 54 津村 明秀松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 470－ 81：54．01� 17．7�
69 ドラゴンピース 牡7鹿 54 田辺 裕信窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 B504＋101：54．1� 15．0	
58 ク ロ ス ボ ウ 牡6黒鹿55 吉田 豊 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム 518＋ 2 〃 アタマ 5．5

57 イントロダクション 牝5栗 54 横山 典弘 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 440－ 61：54．2� 4．2�
610 リアライズブラザー 牡6鹿 54 L．コントレラス 工藤 圭司氏 森 秀行 日高 三城牧場 494＋ 41：54．3クビ 59．4�

（加）

814 トウショウギフト 牡7鹿 53 岩部 純二トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 544－101：54．4� 126．9
712 メイプルレインボー 牡4栗 54 長岡 禎仁節 英司氏 高市 圭二 新ひだか 酒井 秀紀 498＋ 61：54．82� 13．5�
33 バーディーイーグル 牡6鹿 55 蛯名 正義里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 500－ 21：54．9	 42．0�
45 ティアップレーヴ 牝6芦 52 江田 照男田中 昇氏 高木 登 日高 大江牧場 490＋ 21：55．11� 28．6�
22 キングノヨアケ 牡4黒鹿54 石川裕紀人平口 信行氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 490－101：55．41	 5．0�
11 タマモマズルカ 牡5黒鹿54 石橋 脩タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 530± 01：55．61� 9．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 58，724，900円 複勝： 90，019，400円 枠連： 53，405，800円
馬連： 228，401，200円 馬単： 99，970，100円 ワイド： 98，581，600円
3連複： 296，699，300円 3連単： 399，051，500円 計： 1，324，853，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 330円 � 1，390円 � 240円 枠 連（3－8） 10，590円

馬 連 �� 43，450円 馬 単 �� 66，880円

ワ イ ド �� 8，210円 �� 1，400円 �� 6，640円

3 連 複 ��� 64，870円 3 連 単 ��� 504，020円

票 数

単勝票数 計 587249 的中 � 39837（6番人気）
複勝票数 計 900194 的中 � 74292（6番人気）� 14197（13番人気）� 113576（4番人気）
枠連票数 計 534058 的中 （3－8） 3907（30番人気）
馬連票数 計2284012 的中 �� 4073（74番人気）
馬単票数 計 999701 的中 �� 1121（131番人気）
ワイド票数 計 985816 的中 �� 3047（68番人気）�� 18745（19番人気）�� 3777（61番人気）
3連複票数 計2966993 的中 ��� 3430（171番人気）
3連単票数 計3990515 的中 ��� 574（1157番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―12．6―13．1―12．6―12．8―12．8―12．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―36．6―49．7―1：02．3―1：15．1―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4F51．4―3F38．6
1
3
5（1，2）－10，11－12（3，7）（4，6，13）14，8，9
5（1，2，10）（7，11）12（3，6，13）14（4，8）9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルバウンス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 リ ズ ム デビュー 2011．8．13 札幌2着

2009．4．24生 牡7栗 母 ハッピーリズム 母母 ア ミ ダ ス 27戦4勝 賞金 85，646，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 イントロダクション号の騎手横山典弘は，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：3番）

イントロダクション号の騎手横山典弘は，最後の直線コース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・
2番・4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。

２レース目



00035 1月10日 晴 良 （28中山1）第3日 第11競走 ��
��1，600�ニューイヤーステークス

発走15時35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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

22 ダイワリベラル 牡5黒鹿56 横山 典弘大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 538＋ 61：34．3 6．3�
33 コスモソーンパーク 牡8青鹿58 柴田 大知 �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 488＋ 2 〃 ハナ 17．9�
55 グランシルク 牡4鹿 55 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 494＋ 2 〃 クビ 2．2�
11 ペイシャフェリス 牝5鹿 54 柴山 雄一北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 454± 01：34．4	 9．8�
89 グァンチャーレ 牡4青鹿55 蛯名 正義松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 中央牧場 460＋ 41：34．5	 4．2�
77 クラリティシチー 牡5鹿 56 三浦 皇成 	友駿ホースクラブ 上原 博之 新冠 パカパカ

ファーム 494＋ 41：34．6
 6．6

88 ダ ロ ー ネ ガ 牡7鹿 56 F．ベリー �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 498－ 2 〃 クビ 19．8�

（愛）

44 ア ー デ ン ト 牡7芦 57 石橋 脩 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486＋ 41：34．7
 56．8�

66 ダンスアミーガ 牝5栗 55 大野 拓弥 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 470± 0 〃 ハナ 24．3
（9頭）

売 得 金
単勝： 102，695，900円 複勝： 119，450，900円 枠連： 58，738，100円
馬連： 354，294，900円 馬単： 188，234，600円 ワイド： 120，456，800円
3連複： 398，179，900円 3連単： 966，775，900円 計： 2，308，827，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 180円 � 330円 � 120円 枠 連（2－3） 5，830円

馬 連 �� 6，120円 馬 単 �� 10，560円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 290円 �� 680円

3 連 複 ��� 3，360円 3 連 単 ��� 31，390円

票 数

単勝票数 計1026959 的中 � 128763（3番人気）
複勝票数 計1194509 的中 � 147584（4番人気）� 62901（6番人気）� 393343（1番人気）
枠連票数 計 587381 的中 （2－3） 7796（18番人気）
馬連票数 計3542949 的中 �� 44829（21番人気）
馬単票数 計1882346 的中 �� 13358（36番人気）
ワイド票数 計1204568 的中 �� 21276（18番人気）�� 119573（3番人気）�� 43261（10番人気）
3連複票数 計3981799 的中 ��� 88716（14番人気）
3連単票数 計9667759 的中 ��� 22325（102番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．2―12．0―11．8―11．3―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．4―36．6―48．6―1：00．4―1：11．7―1：22．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．7―3F33．9

3 1，3，4（2，8）9，6（7，5）
2
4
・（1，3）（4，8）6（2，9）7，5・（1，3）（2，4，9）8（6，7，5）

勝馬の
紹 介

ダイワリベラル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．10．6 東京7着

2011．5．26生 牡5黒鹿 母 オレンジジェラート 母母 スマイリングカット 20戦6勝 賞金 115，682，000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。

00036 1月10日 晴 良 （28中山1）第3日 第12競走 ��
��1，200�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
1：06．7
1：06．5

良
良

11 カービングパス 牝4鹿 54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 478－ 41：08．5 5．1�
816 シルヴァーコード 牝4芦 54 内田 博幸田上 雅春氏 木村 哲也 新ひだか 岡田スタツド 466－ 8 〃 ハナ 7．4�
47 サンライズポパイ 牡8鹿 57 大野 拓弥松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 484－ 2 〃 クビ 110．8�
12 フルールシチー 牝5鹿 55 田辺 裕信 �友駿ホースクラブ 西園 正都 日高 日高大洋牧場 512－ 4 〃 ハナ 5．8�
713 サザンライツ 牡5鹿 57 蛯名 正義 �サンデーレーシング 池上 昌弘 安平 追分ファーム 512＋ 61：08．6クビ 6．1	
510 モズハツコイ 牝5芦 55 F．ベリー �キャピタル・システム 牧田 和弥 浦河 上山牧場 466－101：08．81 4．8


（愛）

24 � ハ ナ フ ブ キ 牝5黒鹿 55
54 ☆石川裕紀人幅田 昌伸氏 武井 亮 浦河 有限会社

吉田ファーム 424＋ 6 〃 クビ 20．1�
612 オオタニジムチョウ 牡7黒鹿 57

55 △伴 啓太國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーフレンズファーム 466＋10 〃 アタマ 74．1�
23 レヴァンタール 	7鹿 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 458＋ 8 〃 ハナ 219．4
48 タケデンタイガー 牡4栗 56 横山 典弘武市 弘氏 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 478± 0 〃 同着 9．1�
35 � マンハッタンヘンジ 牡5黒鹿57 柴田 善臣加藤 厚子氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 520± 01：08．9
 22．3�
611 ダノンマッキンレー 牡5栗 57 三浦 皇成�ダノックス 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 502＋141：09．0
 18．3�
815 フェアラフィネ 牝4芦 54 戸崎 圭太髙樽さゆり氏 森田 直行 日高 豊洋牧場 442＋14 〃 クビ 33．7�
36 � シングンカイロス 牡7鹿 57 長岡 禎仁伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 468＋ 41：09．1
 223．4�
714 バトルムーングロウ 牝5栗 55

52 ▲井上 敏樹宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 乾 皆雄 486－ 8 〃 ハナ 21．7�
59 ロマネクイーン 牝6鹿 55 L．コントレラス 村田 哲朗氏 蛯名 利弘 新ひだか 上野 正恵 B472± 01：09．31� 82．7�

（加）

（16頭）

売 得 金
単勝： 70，832，600円 複勝： 108，843，900円 枠連： 63，114，300円
馬連： 230，916，300円 馬単： 93，955，400円 ワイド： 108，216，000円
3連複： 299，278，700円 3連単： 425，603，300円 計： 1，400，760，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 190円 � 270円 � 1，950円 枠 連（1－8） 810円

馬 連 �� 2，210円 馬 単 �� 4，000円

ワ イ ド �� 840円 �� 8，060円 �� 11，220円

3 連 複 ��� 79，820円 3 連 単 ��� 339，450円

票 数

単勝票数 計 708326 的中 � 110156（2番人気）
複勝票数 計1088439 的中 � 187288（1番人気）� 106090（5番人気）� 11124（14番人気）
枠連票数 計 631143 的中 （1－8） 59721（3番人気）
馬連票数 計2309163 的中 �� 80722（9番人気）
馬単票数 計 939554 的中 �� 17578（16番人気）
ワイド票数 計1082160 的中 �� 35172（7番人気）�� 3366（65番人気）�� 2412（74番人気）
3連複票数 計2992787 的中 ��� 2812（187番人気）
3連単票数 計4256033 的中 ��� 909（925番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．2―11．2―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．9―45．1―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カービングパス �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．8．10 札幌1着

2012．1．26生 牝4鹿 母 ハッピーパス 母母 ハッピートレイルズ 10戦3勝 賞金 39，643，000円
〔制裁〕 カービングパス号の騎手柴山雄一は，最後の直線コースで蛇行したことについて戒告。（被害馬：4番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 チェリーペトルズ号
（非抽選馬） 1頭 アースプレイ号
※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



（28中山1）第3日 1月10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 181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

209，720，000円
7，280，000円
1，240，000円
21，410，000円
71，890，000円
5，520，800円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
568，536，300円
820，114，100円
404，519，200円
1，687，722，900円
820，451，800円
784，153，900円
2，113，535，900円
3，305，535，600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 10，504，569，700円

総入場人員 27，327名 （有料入場人員 25，055名）
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