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00061 1月17日 晴 良 （28中山1）第6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

47 アンフレシェ 牝3黒鹿54 宮崎 北斗井上 一郎氏 大江原 哲 浦河 小島牧場 452＋ 21：13．9 78．2�
612 カンタベリーマイン 牡3鹿 56 戸崎 圭太峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 456＋ 2 〃 クビ 1．5�
59 ペイシャスナッチ 牝3鹿 54 大野 拓弥北所 直人氏 高橋 裕 浦河 梅田牧場 490± 01：14．32� 161．2�
510 ミラクルバイオ 牡3栗 56 柴田 大知バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 488＋26 〃 アタマ 6．9�
714 シカイリョーコー 牡3青鹿56 丹内 祐次田上 雅春氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 21：14．5� 29．7�
12 ジンクフィンガー 牡3鹿 56 柴田 善臣加藤 厚子氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 468＋ 41：14．6� 26．4	
816 テイブルランド 牡3栗 56 松岡 正海平本 敏夫氏 加藤 和宏 新ひだか 静内フジカワ牧場 422＋ 4 〃 ハナ 138．1

23 カ ラ カ 牝3鹿 54 武士沢友治平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 462± 01：14．7クビ 131．0�
815 グ ロ ー リ ア 牝3黒鹿54 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 新冠 有限会社 大

作ステーブル 448－ 2 〃 ハナ 81．8�
24 ラブジェネラル 牡3芦 56 横山 典弘オールラブクラブ 田島 俊明 新ひだか 高橋 修 476－ 2 〃 クビ 10．7
36 カ タ ス ミ 牝3鹿 54 西村 太一�ミルファーム 伊藤 正徳 新冠 飛渡牧場 418－ 8 〃 ハナ 56．8�
713 ギブナッシンバック 牝3栗 54 三浦 皇成髙樽さゆり氏 栗田 徹 浦河 小島牧場 460＋ 61：15．01� 26．8�
48 オリエンタルイギー 牡3栗 56 江田 照男棚網るみ子氏 大江原 哲 新冠 オリエント牧場 468＋ 21：15．1� 36．0�
35 ネイチャーセンス 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎井上 修一氏 根本 康広 浦河 中神牧場 444± 01：15．2� 7．0�
11 レ ア 牝3鹿 54 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか マークリ牧場 444＋ 41：16．37 109．7�
611 ミキノカブキ 牡3栗 56 西田雄一郎谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 坂本 晴美 460－ 21：16．72� 297．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，513，200円 複勝： 73，448，100円 枠連： 14，736，600円
馬連： 59，069，000円 馬単： 36，283，700円 ワイド： 32，542，100円
3連複： 76，553，500円 3連単： 120，713，100円 計： 438，859，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，820円 複 勝 � 800円 � 110円 � 2，050円 枠 連（4－6） 1，320円

馬 連 �� 4，510円 馬 単 �� 16，320円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 56，610円 �� 4，340円

3 連 複 ��� 146，460円 3 連 単 ��� 1，054，420円

票 数

単勝票数 計 255132 的中 � 2609（10番人気）
複勝票数 計 734481 的中 � 7123（9番人気）� 532273（1番人気）� 2593（14番人気）
枠連票数 計 147366 的中 （4－6） 8595（5番人気）
馬連票数 計 590690 的中 �� 10149（12番人気）
馬単票数 計 362837 的中 �� 1667（32番人気）
ワイド票数 計 325421 的中 �� 6008（11番人気）�� 145（105番人気）�� 1919（34番人気）
3連複票数 計 765535 的中 ��� 392（169番人気）
3連単票数 計1207131 的中 ��� 83（1017番人気）

ハロンタイム 11．9―11．1―11．9―12．6―12．8―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―23．0―34．9―47．5―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンフレシェ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 プリサイスエンド デビュー 2015．8．23 新潟15着

2013．4．27生 牝3黒鹿 母 ディアコトミ 母母 セカンドチャンス 6戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔発走状況〕 ネイチャーセンス号は，枠入り不良。
〔制裁〕 ペイシャスナッチ号の騎手大野拓弥は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 キョウビジン号・サトノアイリ号・ストロングハピネス号・ロゼスマイル号

00062 1月17日 晴 良 （28中山1）第6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

612 カシマブロッサム 牝3黒鹿54 松岡 正海松浦 一久氏 伊藤 伸一 浦河 信成牧場 482－ 81：58．1 3．0�
714 ラインセイラ 牝3栗 54 横山 典弘大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 468＋ 81：58．41� 7．8�
35 オージャイト 牝3鹿 54 S．フォーリー �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 484＋ 41：58．5� 4．3�

（愛）

36 ソ ナ ー タ 牝3鹿 54 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 448＋141：58．81� 11．0�
59 パントコート 牝3鹿 54 柴田 善臣伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 458＋ 41：58．9� 15．4�
23 リュイールスター 牝3黒鹿54 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム 448－ 21：59．11� 4．6

611 プルシアロワイヤル 牝3鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 小野 次郎 新ひだか 小河 豊水 434－ 21：59．31� 207．8�
24 ハンキードーリ 牝3黒鹿54 内田 博幸平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 458＋ 21：59．51 60．6�
815 アバランチリリー 牝3青鹿54 武士沢友治吉田 千津氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 516－ 41：59．71� 101．0
11 アキノバレリーナ 牝3栗 54 村田 一誠穐吉 正孝氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 480＋ 62：00．01� 32．6�
510 ア マ リ リ ス 牝3黒鹿54 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 清水 英克 浦河 鳥井 征士 426－ 82：00．53 495．4�
12 ウインミモザ 牝3栗 54 戸崎 圭太	ウイン 金成 貴史 新ひだか 乾 皆雄 464＋102：00．82 9．6�
48 ブレネンデリーベ 牝3栗 54 大野 拓弥吉田 照哉氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 478－14 〃 ハナ 160．7�
816 メロメロパンチ 牝3黒鹿54 西村 太一�ミルファーム 谷原 義明 浦河 ミルファーム 460＋ 62：01．01� 362．7�
713 ヴェロレジーナ 牝3栗 54

53 ☆石川裕紀人森岡 幸人氏 田島 俊明 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 468＋102：01．2� 293．2�

47 キープサニーハート 牝3鹿 54 大庭 和弥堀口 晴男氏 蛯名 利弘 浦河 丸村村下
ファーム 470＋ 42：02．79 66．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，535，100円 複勝： 37，371，900円 枠連： 15，143，100円
馬連： 63，649，400円 馬単： 31，218，500円 ワイド： 33，745，600円
3連複： 74，344，100円 3連単： 95，189，300円 計： 374，197，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 260円 � 170円 枠 連（6－7） 1，540円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 710円 �� 420円 �� 970円

3 連 複 ��� 2，960円 3 連 単 ��� 14，600円

票 数

単勝票数 計 235351 的中 � 62210（1番人気）
複勝票数 計 373719 的中 � 71122（2番人気）� 30677（5番人気）� 57325（3番人気）
枠連票数 計 151431 的中 （6－7） 7606（8番人気）
馬連票数 計 636494 的中 �� 27978（6番人気）
馬単票数 計 312185 的中 �� 8955（10番人気）
ワイド票数 計 337456 的中 �� 11973（8番人気）�� 21742（3番人気）�� 8514（11番人気）
3連複票数 計 743441 的中 ��� 18802（8番人気）
3連単票数 計 951893 的中 ��� 4725（39番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―25．2―38．5―51．8―1：05．0―1：17．9―1：31．0―1：44．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カシマブロッサム �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．11．8 東京2着

2013．2．13生 牝3黒鹿 母 カシマトレジャー 母母 カシマスズラン 2戦1勝 賞金 7，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 コパノミリアン号
（非抽選馬） 1頭 ラチェット号
※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。

第１回 中山競馬 第６日



00063 1月17日 晴 良 （28中山1）第6日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時00分 （ダート・右）

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 ヴィガーエッジ 牡3鹿 56 横山 典弘島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ
スティファーム 486＋101：59．4 1．6�

24 ディリゲント 牡3黒鹿56 江田 照男髙樽さゆり氏 田村 康仁 新ひだか 静内フアーム 514＋ 41：59．5� 83．6�
816 サ ラ セ ニ ア 牡3芦 56 吉田 豊平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 464＋ 61：59．71� 4．9�
815 エドノマツオー 牡3栗 56 的場 勇人遠藤 喜松氏 的場 均 新ひだか 沖田 忠幸 472＋ 41：59．91� 12．8�
510 マイネルシュタット 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 浦河 丸村村下
ファーム 480＋ 82：00．22 97．3	

23 ネ コ エ ル フ 牡3鹿 56
55 ☆石川裕紀人桐谷 茂氏 古賀 史生 新冠 高瀬牧場 448＋ 42：00．3クビ 6．6


714 キョウエイパワー 牡3鹿 56 宮崎 北斗田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 464＋10 〃 アタマ 29．0�
36 ポルトドレーヴ 牡3鹿 56 内田 博幸村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 464＋102：00．61� 37．4�
35 ブ ロ ン テ 牡3芦 56 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 新冠 森永 聡 434＋ 62：00．81� 63．5
47 スパイクサーブ 牡3栃栗56 S．フォーリー 保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 504＋ 2 〃 クビ 31．2�

（愛）

59 タイセイパートナー 牡3芦 56 柴山 雄一田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 504＋ 22：00．9クビ 49．4�
12 シゲルマンタ 牡3鹿 56 丸田 恭介森中 蕃氏 和田 雄二 新冠 長浜 秀昭 478＋ 82：01．11� 22．7�
11 ビクターウィナー 牡3青鹿56 木幡 初広永田さなえ氏 土田 稔 日高 古川 雅且 478＋ 42：01．31� 245．3�
612 ジャンセンノ 牡3栗 56 丹内 祐次浅野 正敏氏 柴田 政人 平取 清水牧場 458＋ 62：01．62 349．6�
611 ブラックスパーク 牡3青鹿56 武士沢友治内藤 好江氏 菅原 泰夫 日高 中館牧場 458＋ 42：03．4大差 304．4�
48 エクセレントロード 牡3黒鹿56 西田雄一郎河村 祥史氏 萱野 浩二 安平 ノーザンファーム 486＋ 22：04．25 83．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，304，600円 複勝： 43，612，400円 枠連： 18，529，800円
馬連： 59，248，500円 馬単： 36，643，200円 ワイド： 33，796，000円
3連複： 79，561，600円 3連単： 115，212，800円 計： 411，908，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 750円 � 160円 枠 連（2－7） 590円

馬 連 �� 6，220円 馬 単 �� 8，520円

ワ イ ド �� 2，040円 �� 210円 �� 4，120円

3 連 複 ��� 8，370円 3 連 単 ��� 36，570円

票 数

単勝票数 計 253046 的中 � 122335（1番人気）
複勝票数 計 436124 的中 � 222935（1番人気）� 6180（11番人気）� 50650（2番人気）
枠連票数 計 185298 的中 （2－7） 24317（2番人気）
馬連票数 計 592485 的中 �� 7378（18番人気）
馬単票数 計 366432 的中 �� 3223（21番人気）
ワイド票数 計 337960 的中 �� 3677（19番人気）�� 53148（1番人気）�� 1783（34番人気）
3連複票数 計 795616 的中 ��� 7122（23番人気）
3連単票数 計1152128 的中 ��� 2284（102番人気）

ハロンタイム 12．8―13．0―13．6―13．9―13．3―13．3―13．4―12．9―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．8―39．4―53．3―1：06．6―1：19．9―1：33．3―1：46．2

コーナー
通過順位

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

2
4

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

ヴィガーエッジ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Sultry Song デビュー 2015．8．9 札幌8着

2013．4．5生 牡3鹿 母 エラドゥーラ 母母 Sichana 4戦1勝 賞金 7，600，000円
〔制裁〕 エクセレントロード号の騎手西田雄一郎は，4コーナーでの御法（内柵に接触した）について過怠金30，000円。（被害馬：1番・

6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 アイトラッキング号・クラウンノキセキ号・フォンセカ号
※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。

00064 1月17日 晴 良 （28中山1）第6日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時30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

35 リンガスウーノ 牝3栗 54 三浦 皇成伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 474 ―1：13．6 5．6�
58 グラミスキャッスル 牝3鹿 54 柴田 善臣飯田 良枝氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 458 ―1：14．34 3．0�
814 キャピタルシップ 牡3黒鹿56 柴山 雄一 �キャロットファーム 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 544 ―1：14．4クビ 4．6�
22 アポロアロマ 牝3栗 54 原田 和真アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 浦河 大西ファーム 440 ―1：14．5� 21．6�
47 ニシノハレブタイ 牡3鹿 56 S．フォーリー 西山 茂行氏 高木 登 浦河 高昭牧場 480 ―1：15．13� 11．8�

（愛）

610 サニーデイヒーロー �3栗 56 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 470 ―1：15．31� 8．3	
11 アラマサバド 牝3鹿 54 的場 勇人�アラキファーム 的場 均 新冠 アラキフアーム 420 ―1：15．4� 86．7

815 トーアヒミコ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 438 ―1：15．71� 144．5�
34 ツインフルムーン 牝3黒鹿54 松岡 正海小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 川越ファーム 450 ―1：15．8� 9．4
611 アイアムプレシャス 牝3黒鹿54 横山 典弘堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 496 ―1：16．01� 9．6�
59 キセキノムスメ 牝3青鹿54 木幡 初広�協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 454 ―1：16．1� 102．8�
23 ハイブリッドクロス 牡3栗 56 村田 一誠西村新一郎氏 伊藤 伸一 青森 青南ムラカミ

ファーム 458 ―1：16．52� 76．9�
46 イマジネーティヴ 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎田中 春美氏 的場 均 新ひだか 中橋 正 444 ―1：16．71� 172．7�
712 ヤマニンパスティユ 牝3鹿 54 西田雄一郎土井 肇氏 蛯名 利弘 新冠 錦岡牧場 458 ―1：17．33� 55．5�
713 ラテラルパス 牡3黒鹿56 武士沢友治石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 530 ―1：23．5大差 75．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，554，300円 複勝： 29，696，000円 枠連： 17，120，300円
馬連： 53，884，000円 馬単： 29，756，000円 ワイド： 28，184，800円
3連複： 66，049，100円 3連単： 86，347，000円 計： 335，591，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 180円 � 130円 � 170円 枠 連（3－5） 490円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 320円 �� 620円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，630円 3 連 単 ��� 9，320円

票 数

単勝票数 計 245543 的中 � 34625（3番人気）
複勝票数 計 296960 的中 � 37741（3番人気）� 74481（1番人気）� 39684（2番人気）
枠連票数 計 171203 的中 （3－5） 26711（1番人気）
馬連票数 計 538840 的中 �� 49106（2番人気）
馬単票数 計 297560 的中 �� 12138（4番人気）
ワイド票数 計 281848 的中 �� 24104（1番人気）�� 10705（7番人気）�� 18981（2番人気）
3連複票数 計 660491 的中 ��� 30243（1番人気）
3連単票数 計 863470 的中 ��� 6713（10番人気）

ハロンタイム 12．0―11．4―12．1―12．3―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．4―35．5―47．8―1：00．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リンガスウーノ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 サクラローレル 初出走

2013．3．20生 牝3栗 母 リンガスローレル 母母 リンガスマドンナ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラテラルパス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年2月17日まで平地競走

に出走できない。
※出走取消馬 シャトリエ号（疾病〔寛跛行〕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17頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）17頭 ヴェニット号・クラウングレイス号・サンポーツマス号・シアーライン号・テアニン号・ティアップゼファー号・

デルマクラノスケ号・デルマゴウ号・デルマブンザエモン号・ニットウダリア号・ノーブルスノー号・
ハヤブサレディゴー号・ポーラバイオ号・メイプルウッド号・ライラックチャーム号・リトルスマイル号・
レヴェイヨン号

※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。



00065 1月17日 晴 良 （28中山1）第6日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走12時20分 （芝・右・外）

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 250，000
250，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

35 シ ャ ラ ラ 牝3鹿 54 大野 拓弥 Him Rock Racing 田村 康仁 浦河 中島牧場 454＋ 41：36．6 3．2�
11 テ オ ド ー ル 牡3鹿 56 F．ベリー �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 546＋121：36．7� 2．5�

（愛）

47 ニシノケイト 牝3鹿 54 吉田 豊西山 茂行氏 水野 貴広 新冠 パカパカ
ファーム 466＋ 4 〃 クビ 9．1�

59 ス ク ラ ッ タ 牝3黒鹿 54
51 ▲井上 敏樹吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 392－101：37．02 132．6�

12 ナッツスター 牡3鹿 56 西田雄一郎早川 経一氏 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 81：37．1クビ 46．5�
714 カゼノシッポ 牝3栗 54 三浦 皇成�酒井牧場 武藤 善則 浦河 酒井牧場 428± 0 〃 同着 26．0	
24 メイスンスパート 牡3栗 56 柴山 雄一梅村 浩氏 岩戸 孝樹 浦河 アイオイファーム 440－ 41：37．2� 12．4

23 ヤマニンエトフ 牝3栗 54 菅原 隆一土井 肇氏 中川 公成 浦河 廣田 伉助 438－ 21：37．3� 48．8�
48 ギャラクシーセレブ 牝3鹿 54 戸崎 圭太松村 真司氏 加藤 征弘 新冠 スカイビーチステーブル 450＋ 21：37．51� 5．5�
816 シャインプラチナム 牝3鹿 54 石橋 脩杉山 忠国氏 堀 宣行 新ひだか 明治牧場 460－101：37．6� 23．2
713 ハクシンヴィーナス 牝3鹿 54 柴田 大知新井原 博氏 畠山 吉宏 新冠 川上牧場 442－ 61：37．81� 37．6�
815 ロ ジ ネ オ 牡3黒鹿56 松岡 正海久米田正明氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B528－ 41：38．33 147．5�
611 コ ド ウ 牝3栗 54 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 416－101：38．4� 380．4�
36 サツキハイセンス 牝3鹿 54 木幡 初広小野 博郷氏 牧 光二 新冠 安達 洋生 424＋ 21：38．93 392．8�
612 ムツミツドイテ 牝3鹿 54 武士沢友治江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 430± 01：39．21� 442．3�
510 レインボーフェスタ 牝3栗 54 S．フォーリー �イーデン産業 矢野 英一 日高 千葉飯田牧場 434± 0 〃 アタマ 267．8�

（愛）

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，530，800円 複勝： 42，027，400円 枠連： 19，007，800円
馬連： 68，075，700円 馬単： 38，314，300円 ワイド： 36，432，800円
3連複： 86，667，800円 3連単： 125，540，600円 計： 444，597，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 120円 � 210円 枠 連（1－3） 490円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 250円 �� 510円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 5，560円

票 数

単勝票数 計 285308 的中 � 71090（2番人気）
複勝票数 計 420274 的中 � 97465（2番人気）� 102180（1番人気）� 36033（5番人気）
枠連票数 計 190078 的中 （1－3） 29730（2番人気）
馬連票数 計 680757 的中 �� 100917（1番人気）
馬単票数 計 383143 的中 �� 22566（4番人気）
ワイド票数 計 364328 的中 �� 40712（1番人気）�� 16722（6番人気）�� 23108（4番人気）
3連複票数 計 866678 的中 ��� 57948（2番人気）
3連単票数 計1255406 的中 ��� 16346（9番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．2―12．3―12．4―12．2―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．3―36．5―48．8―1：01．2―1：13．4―1：24．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F35．4

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

勝馬の
紹 介

シ ャ ラ ラ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 Miswaki デビュー 2015．11．7 東京2着

2013．4．11生 牝3鹿 母 ナムラクロシェット 母母 Romy 4戦1勝 賞金 10，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 キーライム号
（非抽選馬） 2頭 ヒロインボーイ号・ホッコーモモタン号
※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。

00066 1月17日 晴 良 （28中山1）第6日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時50分 （芝・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

36 バレエダンサー 牝3鹿 54
53 ☆石川裕紀人前迫 義幸氏 尾関 知人 新冠 的場牧場 470 ―2：05．6 8．2�

35 � ネオヴェルザンディ 牝3鹿 54 三浦 皇成小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 米 Lake Shore
Farm LLC 460 ―2：05．81 4．4�

24 カタルーニャ 牡3鹿 56 F．ベリー �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 516 ― 〃 クビ 6．0�
（愛）

612 マイネルディセント 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武藤 善則 新ひだか 沖田 忠幸 486 ―2：05．9� 20．8�

815 ヴォーグダンス 牝3黒鹿54 田辺 裕信志村 幸彦氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 486 ―2：06．21	 9．7	
816 プレイヤード 牡3鹿 56 蛯名 正義前田 幸治氏 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 516 ― 〃 クビ 3．5

47 マイネルピオネロ 牡3鹿 56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 新冠 ビッグレッドファーム 510 ―2：06．3� 35．5�
48 ルックオブラヴ 牝3鹿 54 松岡 正海広尾レース� 黒岩 陽一 新ひだか 木村 秀則 454 ―2：06．4	 33．0�
23 ボゴールパイン 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 和田正一郎 新ひだか 小野 秀治 412 ―2：06．82� 57．2
714 カミノチェリー 牝3鹿 54 西田雄一郎村上 正喜氏 高市 圭二 青森 ワールドファーム 400 ― 〃 アタマ 145．6�
12 レイエストレヤ 牡3栗 56 丸田 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加藤 和宏 新ひだか 寺越 政幸 478 ―2：07．01
 13．0�
59 セシルクラウン 牡3黒鹿56 横山 典弘島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム 490 ―2：07．63� 14．2�
713 タカラブネクイーン 牝3芦 54 戸崎 圭太�東振牧場 堀井 雅広 むかわ 東振牧場 440 ―2：07．81 18．3�
510 ヘヴンズドア 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹�協和牧場 和田 正道 新冠 協和牧場 460 ―2：07．9	 180．5�
11 ビレッジイッキ 牡3青鹿56 武士沢友治村山 輝雄氏 小野 次郎 日高 坂 牧場 B472 ―2：08．75 114．0�
611 デルマスギサク 牡3栗 56 江田 照男浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 412 ―2：08．8	 76．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，989，000円 複勝： 32，256，000円 枠連： 21，970，000円
馬連： 63，807，200円 馬単： 30，389，300円 ワイド： 31，499，500円
3連複： 73，862，800円 3連単： 89，588，200円 計： 368，362，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 220円 � 160円 � 200円 枠 連（3－3） 2，200円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 3，480円

ワ イ ド �� 680円 �� 1，060円 �� 620円

3 連 複 ��� 3，340円 3 連 単 ��� 20，410円

票 数

単勝票数 計 249890 的中 � 24123（4番人気）
複勝票数 計 322560 的中 � 34707（4番人気）� 57320（2番人気）� 41145（3番人気）
枠連票数 計 219700 的中 （3－3） 7708（12番人気）
馬連票数 計 638072 的中 �� 28073（5番人気）
馬単票数 計 303893 的中 �� 6535（11番人気）
ワイド票数 計 314995 的中 �� 11964（6番人気）�� 7354（11番人気）�� 13239（4番人気）
3連複票数 計 738628 的中 ��� 16573（5番人気）
3連単票数 計 895882 的中 ��� 3181（40番人気）

ハロンタイム 13．1―11．8―13．9―13．3―13．7―12．4―12．2―11．6―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．9―38．8―52．1―1：05．8―1：18．2―1：30．4―1：42．0―1：53．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バレエダンサー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Forestry 初出走

2013．3．13生 牝3鹿 母 ホワイトウォーター 母母 Colorado Song 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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 アップアストーム号・エーデルメイシュ号・ゴーストノート号・トーホウエース号・ベラポーサ号・

レッドフレンジー号・ロクハラタンダイ号
※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。



00067 1月17日 曇 良 （28中山1）第6日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時20分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

24 プリンセスロック 牝4鹿 54 戸崎 圭太吉田 和美氏 大和田 成 浦河 浦河育成牧場 466＋ 61：12．5 6．8�
47 シャンパンサーベル 牝4黒鹿54 江田 照男田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 452－ 41：12．71� 6．2�
35 モンサンビアンカ 牝4芦 54 田辺 裕信山下 新一氏 菊沢 隆徳 新冠 秋田牧場 456± 0 〃 ハナ 5．1�
611� ラ フ ァ ー ガ 牝4青鹿 54

51 ▲井上 敏樹岡田 壮史氏 本間 忍 浦河 王蔵牧場 480＋ 21：12．8クビ 53．7�
816 ケルシャンス 牝5鹿 55

54 ☆石川裕紀人 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 434± 0 〃 アタマ 3．1�
510 マコトカンパネッロ 牝4栗 54 丹内 祐次	ディアマント 岩戸 孝樹 様似 出口 繁夫 446± 01：13．33 10．8

48 コンコルダンス 牝4芦 54 蛯名 正義 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：13．51� 34．9�
815� トリアンドルス 牝4栗 54 柴山 雄一ディアレストクラブ	 古賀 史生 浦河 小島牧場 468－ 11：13．6� 17．7�
11 グリシーヌシチー 牝4鹿 54 津村 明秀 	友駿ホースクラブ 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 452－ 4 〃 クビ 95．2
714 バ リ ア ー モ 牝4黒鹿54 吉田 豊 �サンデーレーシング 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 472＋141：13．7クビ 49．3�
12 レッドクラリス 牝5栗 55 大野 拓弥 	東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B468＋ 61：13．91� 62．1�
59 � プ ラ セ ン タ 牝4青鹿54 西田雄一郎�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 468－ 71：14．11� 69．7�
36 マ ラ ケ シ ュ 牝4青鹿54 松岡 正海片山 博志氏 佐藤 吉勝 新冠 村上牧場 474＋ 4 〃 アタマ 241．4�
23 ストロベリーズ 牝4青鹿54 S．フォーリー 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 442＋ 6 〃 ハナ 26．2�
（愛）

713 ダイワズットラブ 牝4栗 54 柴田 善臣大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 438－ 41：14．2クビ 12．5�
612� マジックベル 牝4黒鹿54 柴田 大知�杵臼牧場 高橋 裕 浦河 杵臼牧場 492± 01：15．05 19．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，238，400円 複勝： 47，342，300円 枠連： 24，646，100円
馬連： 91，649，300円 馬単： 41，803，000円 ワイド： 46，996，200円
3連複： 111，624，700円 3連単： 141，218，800円 計： 537，518，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 210円 � 190円 � 190円 枠 連（2－4） 1，270円

馬 連 �� 2，010円 馬 単 �� 4，190円

ワ イ ド �� 680円 �� 680円 �� 630円

3 連 複 ��� 3，050円 3 連 単 ��� 18，610円

票 数

単勝票数 計 322384 的中 � 37460（4番人気）
複勝票数 計 473423 的中 � 55573（4番人気）� 66059（2番人気）� 64376（3番人気）
枠連票数 計 246461 的中 （2－4） 15006（4番人気）
馬連票数 計 916493 的中 �� 35294（7番人気）
馬単票数 計 418030 的中 �� 7479（15番人気）
ワイド票数 計 469962 的中 �� 17768（6番人気）�� 17611（7番人気）�� 19134（5番人気）
3連複票数 計1116247 的中 ��� 27369（6番人気）
3連単票数 計1412188 的中 ��� 5501（38番人気）

ハロンタイム 11．9―11．0―11．8―12．4―12．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．9―34．7―47．1―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プリンセスロック �
�
父 スウィフトカレント �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2014．11．15 福島5着

2012．4．30生 牝4鹿 母 ノーストバード 母母 アジャストビート 7戦2勝 賞金 14，650，000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 ワイエムテイラー号
※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。

00068 1月17日 曇 良 （28中山1）第6日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時50分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

36 クラシックメタル 牡5鹿 57 柴山 雄一吉田 勝己氏 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 506－ 61：54．8 5．2�
510 クールエイジア 牡4鹿 56 津村 明秀�山王飯店 鈴木 伸尋 浦河 成隆牧場 464－ 41：55．43� 128．9�
815 ロ ジ テ ー ル 牡7鹿 57 松岡 正海久米田正明氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 476＋ 4 〃 クビ 25．9�
48 ムーンレンジャー 牡4黒鹿56 柴田 善臣大川 �史氏 本間 忍 新ひだか 岡田牧場 526＋ 61：55．5� 2．7�
612 ト ゥ ル ッ リ 牡4芦 56 江田 照男�ラ・メール 田村 康仁 新冠 パカパカ

ファーム 484＋ 41：55．71 33．6	
59 パッショネイトラン 牡4鹿 56 吉田 豊米津 佳昭氏 尾形 和幸 日高 長谷部牧場 548＋ 81：55．8� 48．7

23 ドラゴンビューティ 牡6鹿 57 武士沢友治 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 512－ 61：55．9クビ 39．8�
24 コクリュウノマイ 	5青鹿57 丸田 恭介髙樽さゆり氏 栗田 徹 浦河 山本牧場 496＋ 61：56．0� 38．6�
713 フクノグリュック 牡4鹿 56 大野 拓弥福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社

ケイズ 510± 0 〃 ハナ 23．1
816 ノースランドボーイ 	4青 56 横山 典弘河村 祥史氏 萱野 浩二 浦河 冨岡 博一 502± 01：56．31
 70．6�
12 ディーエスコマンド 牡6鹿 57 村田 一誠秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 浦河 谷口牧場 500± 0 〃 クビ 211．4�
611� シンボリタピット 牡4鹿 56 蛯名 正義シンボリ牧場 久保田貴士 米 Takahiro

Wada 496＋ 61：56．4クビ 11．5�
47 トーセンアーネスト 牡4鹿 56 菅原 隆一島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 534＋121：56．82� 203．1�
714 アンヴァリッド 牡4栗 56 戸崎 圭太村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 552＋101：57．43� 5．2�
35 サトノアビリティ 牡6栗 57 F．ベリー 里見 治氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 530＋ 61：57．5クビ 44．3�

（愛）

11 ツインキャンドル 牝5鹿 55
52 ▲井上 敏樹�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B456＋ 41：57．6
 5．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，422，200円 複勝： 63，224，700円 枠連： 26，410，300円
馬連： 118，338，900円 馬単： 51，338，100円 ワイド： 56，272，700円
3連複： 138，102，900円 3連単： 184，314，600円 計： 674，424，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 190円 � 1，590円 � 710円 枠 連（3－5） 5，910円

馬 連 �� 35，860円 馬 単 �� 55，640円

ワ イ ド �� 6，720円 �� 1，990円 �� 19，020円

3 連 複 ��� 135，570円 3 連 単 ��� 781，450円

票 数

単勝票数 計 364222 的中 � 55853（2番人気）
複勝票数 計 632247 的中 � 113348（2番人気）� 8597（14番人気）� 20548（7番人気）
枠連票数 計 264103 的中 （3－5） 3462（22番人気）
馬連票数 計1183389 的中 �� 2557（56番人気）
馬単票数 計 513381 的中 �� 692（104番人気）
ワイド票数 計 562727 的中 �� 2146（54番人気）�� 7430（21番人気）�� 753（86番人気）
3連複票数 計1381029 的中 ��� 764（205番人気）
3連単票数 計1843146 的中 ��� 171（1144番人気）

ハロンタイム 12．7―12．2―12．9―12．8―12．5―12．7―13．0―12．8―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．9―37．8―50．6―1：03．1―1：15．8―1：28．8―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F39．0
1
3
・（1，15）7（4，6）－12（9，13）14（5，10）－11（2，3）8－16
1（15，6）（4，7）（12，9）（5，13，10）（2，11）14（3，8）－16

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

勝馬の
紹 介

クラシックメタル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．30 中山14着

2011．4．19生 牡5鹿 母 ネオクラシック 母母 バレークイーン 15戦4勝 賞金 46，220，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ブルーボサノヴァ号
（非抽選馬） 1頭 ソルプレーサ号
※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。



00069 1月17日 曇 良 （28中山1）第6日 第9競走 ��
��1，800�

は つ ふ じ

初富士ステークス
発走14時25分 （芝・右）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

814 ク ル ー ガ ー 牡4黒鹿56 F．ベリー �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 518＋ 21：47．8 3．6�
（愛）

711� キャンベルジュニア 牡4鹿 55 内田 博幸吉田 和美氏 堀 宣行 豪
Katom, Chelsaus, Wynaus &
China Horse Club Investment
Holdings Ltd

520－ 2 〃 アタマ 2．3�
33 エアアンセム 牡5黒鹿57 S．フォーリー �ラッキーフィールド吉村 圭司 千歳 社台ファーム 494＋ 61：48．11	 24．0�

（愛）

69 ウインフェニックス 牡5鹿 57 松岡 正海�ウイン 奥平 雅士 平取 船越 伸也 474± 0 〃 クビ 20．4�
813 エバーグリーン 牡8青 57 横山 典弘吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 508＋ 21：48．2クビ 54．4	
712 ブリュネット 牝6栗 55 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 482＋ 2 〃 クビ 74．1

58 ダイワレジェンド 牝5栗 55 戸崎 圭太大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 500＋ 21：48．3クビ 6．6�
610 ミエノワンダー 牡6鹿 57 蛯名 正義里見美惠子氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 524＋10 〃 クビ 16．8�
22 ムーンクレスト 牡4鹿 56 吉田 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 464－ 61：48．4クビ 13．5
34 シャドウウィザード 
6黒鹿57 石橋 脩飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 480＋ 61：48．5	 20．9�
57 リグヴェーダ 牡6鹿 57 石川裕紀人 �社台レースホース池江 泰寿 安平 追分ファーム 462± 01：48．92� 69．7�
11 ジャーエスペランサ 牡7鹿 57 柴山 雄一本間 茂氏 相沢 郁 新ひだか 真歌田中牧場 B488＋121：49．32� 195．2�
45 クラウンレガーロ 牡6栗 57 大野 拓弥�クラウン 天間 昭一 新冠 大栄牧場 482＋ 41：49．83 14．6�
46 アップルジャック 牡8黒鹿57 西田雄一郎藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 534＋181：50．12 307．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 53，422，300円 複勝： 76，727，200円 枠連： 30，994，700円
馬連： 152，552，200円 馬単： 71，299，700円 ワイド： 71，527，100円
3連複： 182，214，400円 3連単： 283，834，400円 計： 922，572，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 120円 � 390円 枠 連（7－8） 350円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 190円 �� 1，140円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 2，450円 3 連 単 ��� 8，230円

票 数

単勝票数 計 534223 的中 � 116244（2番人気）
複勝票数 計 767272 的中 � 156008（2番人気）� 216876（1番人気）� 30900（9番人気）
枠連票数 計 309947 的中 （7－8） 67607（1番人気）
馬連票数 計1525522 的中 �� 318640（1番人気）
馬単票数 計 712997 的中 �� 61079（2番人気）
ワイド票数 計 715271 的中 �� 125407（1番人気）�� 13560（15番人気）�� 14753（14番人気）
3連複票数 計1822144 的中 ��� 55637（7番人気）
3連単票数 計2838344 的中 ��� 24993（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―25．0―37．3―50．1―1：01．9―1：12．9―1：24．2―1：35．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ク ル ー ガ ー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Diktat デビュー 2014．11．1 京都2着

2012．4．26生 牡4黒鹿 母 アディクティド 母母 Astica 9戦4勝 賞金 67，063，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 マイネルイルミナル号・メイショウインロウ号
※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。

00070 1月17日 曇 良 （28中山1）第6日 第10競走 ��
��1，200�ジャニュアリーステークス

発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，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

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

89 マキャヴィティ 牡5栗 56 F．ベリー 金子真人ホール
ディングス� 萩原 清 千歳 社台ファーム 518＋121：11．2 13．9�

（愛）

11 ゴーイングパワー 牡7鹿 56 大野 拓弥林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 504± 0 〃 ハナ 17．2�
66 ブルドッグボス 牡4鹿 55 内田 博幸 Him Rock Racing 西浦 勝一 浦河 �川 啓一 514＋ 21：11．41 1．9�
22 トキノゲンジ 牡8鹿 56 西田雄一郎中野 正則氏 西村 真幸 浦河 小倉牧場 508＋14 〃 ハナ 9．6�
78 ミヤジエルビス 牡6青鹿56 田辺 裕信曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 松浦牧場 492± 0 〃 クビ 53．4�
44 アンズチャン 牝5鹿 54 横山 典弘ケンレーシング組合 大和田 成 千歳 社台ファーム 480＋ 2 〃 ハナ 4．7	
810 メイショウノーベル 牡7栗 56 津村 明秀松本 好雄氏 武田 博 浦河 富田牧場 504－ 21：11．5	 16．5

33 タイセイファントム 牡8鹿 57 S．フォーリー 田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 454－ 6 〃 クビ 33．3�

（愛）

77 
 ミリオンヴォルツ 牡7鹿 56 戸崎 圭太林 正道氏 高野 友和 米 WinStar
Farm LLC 502＋ 21：11．81� 5．7�

55 シセイオウジ 牡9栗 56 丸田 恭介猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 470＋12 〃 クビ 151．7
（10頭）

売 得 金
単勝： 55，644，400円 複勝： 81，576，200円 枠連： 28，491，600円
馬連： 157，353，700円 馬単： 87，001，800円 ワイド： 65，132，300円
3連複： 171，085，100円 3連単： 378，217，100円 計： 1，024，502，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，390円 複 勝 � 320円 � 330円 � 110円 枠 連（1－8） 4，970円

馬 連 �� 9，290円 馬 単 �� 19，350円

ワ イ ド �� 2，410円 �� 450円 �� 610円

3 連 複 ��� 4，370円 3 連 単 ��� 54，720円

票 数

単勝票数 計 556444 的中 � 32022（5番人気）
複勝票数 計 815762 的中 � 37919（6番人気）� 36478（7番人気）� 396243（1番人気）
枠連票数 計 284916 的中 （1－8） 4439（14番人気）
馬連票数 計1573537 的中 �� 13115（24番人気）
馬単票数 計 870018 的中 �� 3371（48番人気）
ワイド票数 計 651323 的中 �� 6397（25番人気）�� 39124（4番人気）�� 27886（6番人気）
3連複票数 計1710851 的中 ��� 29300（18番人気）
3連単票数 計3782171 的中 ��� 5011（154番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．5―11．8―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―34．8―46．6―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．4
3 1（7，10）（3，6）－2，8（5，9）－4 4 1（7，10）（3，6）－（2，8）（5，9）－4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マキャヴィティ �
�
父 デュランダル �

�
母父 Storm Cat デビュー 2013．6．1 東京5着

2011．4．3生 牡5栗 母 エアラグドール 母母 ステラマドリッド 14戦5勝 賞金 93，181，000円
［他本会外：4戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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。

１レース目



00071 1月17日 曇 良 （28中山1）第6日 第11競走 ��
��2，000�第56回京 成 杯（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，800万
円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

京成電鉄株式会社賞（1着）
賞 品

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

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

34 プロフェット 牡3鹿 56 S．フォーリー �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 448＋ 42：01．4 11．3�
（愛）

23 ケルフロイデ 牡3鹿 56 石橋 脩 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 478＋102：01．61	 14．0�
11 メートルダール 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 470－ 2 〃 クビ 4．2�
610 アドマイヤモラール 牡3黒鹿56 田辺 裕信近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 512＋122：01．81	 25．0�
22 ウ ム ブ ル フ 牡3青鹿56 F．ベリー �社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474± 02：01．9クビ 4．1�
（愛）

712 ユウチェンジ 牡3黒鹿56 蛯名 正義	アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 488＋ 6 〃 クビ 7．9

47 プランスシャルマン 牡3栗 56 柴山 雄一村野 康司氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 466＋ 2 〃 アタマ 15．4�
815 ナムラシングン 牡3黒鹿56 内田 博幸奈村 睦弘氏 高野 友和 浦河 谷川牧場 514＋ 2 〃 アタマ 11．6�
46 ルネイション 牝3黒鹿54 大野 拓弥 H.H．シェイク・モハメド 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 434－122：02．0クビ 27．9
58 マイネルラフレシア 牡3栗 56 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 448＋ 82：02．21	 5．1�
59 オンザロックス 牡3鹿 56 三浦 皇成稻井田安史氏 森 秀行 新冠 ベルモント

ファーム 472＋ 22：02．3
 155．8�
814 ブレイブスマッシュ 牡3鹿 57 横山 典弘島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 478± 02：02．72
 21．8�
713 ダイチラディウス 牡3鹿 56 石川裕紀人 �荻伏服部牧場 和田 雄二 浦河 荻伏服部牧場 450－ 42：03．23 154．6�
35 カミノライデン 牡3鹿 56 西田雄一郎村上 正喜氏 高市 圭二 青森 ワールドファーム 454＋ 82：03．41	 221．6�
611 アポロナイスジャブ 牡3栗 56 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか へいはた牧場 434＋ 22：04．25 233．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 186，172，200円 複勝： 253，184，500円 枠連： 142，563，700円
馬連： 791，200，400円 馬単： 324，463，800円 ワイド： 283，362，900円
3連複： 1，104，894，400円 3連単： 1，825，553，400円 計： 4，911，395，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 350円 � 350円 � 190円 枠 連（2－3） 1，980円

馬 連 �� 7，460円 馬 単 �� 14，750円

ワ イ ド �� 2，080円 �� 1，090円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 11，280円 3 連 単 ��� 78，050円

票 数

単勝票数 計1861722 的中 � 131061（5番人気）
複勝票数 計2531845 的中 � 172493（7番人気）� 172630（6番人気）� 423295（3番人気）
枠連票数 計1425637 的中 （2－3） 55605（11番人気）
馬連票数 計7912004 的中 �� 82091（33番人気）
馬単票数 計3244638 的中 �� 16492（63番人気）
ワイド票数 計2833629 的中 �� 34331（28番人気）�� 67542（12番人気）�� 62304（17番人気）
3連複票数 計11048944 的中 ��� 73460（44番人気）
3連単票数 計18255534 的中 ��� 16956（295番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―13．1―12．4―12．8―12．0―11．9―11．7―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．5―36．6―49．0―1：01．8―1：13．8―1：25．7―1：37．4―1：49．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プロフェット �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2015．8．2 札幌1着

2013．2．27生 牡3鹿 母 ジ ュ モ ー 母母 ビスクドール 4戦2勝 賞金 59，287，000円
〔制裁〕 アドマイヤモラール号の騎手田辺裕信は，発走直後に内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：9番・8番・7

番・6番・5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。

00072 1月17日 曇 良 （28中山1）第6日 第12競走 ��
��2，200�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （芝・右・外）
1000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：10．0

良
良

510 マイネオーラム 牝5鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 474± 02：13．7 9．8�

48 ウインオリアート 牝5黒鹿55 松岡 正海�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 438＋ 4 〃 アタマ 41．8�
815 キズナエンドレス 牝5鹿 55 丸田 恭介関 駿也氏 宗像 義忠 宮城 関兵牧場 476± 02：13．91� 39．2�
36 メジャーステップ 牡5栗 57 S．フォーリー �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 502＋ 22：14．64 15．1�

（愛）

59 マイネルリード 牡4鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 502＋122：14．92 44．1	

714 フジマサエンペラー 牡7黒鹿57 江田 照男藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 506± 0 〃 クビ 11．3

612 マイネルシュライ 牡8青 57 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B504± 02：15．11	 90．0�

611 カウニスクッカ 牝5鹿 55
52 ▲井上 敏樹大谷 正嗣氏 尾形 和幸 日高 オリオンファーム 468± 02：15．2� 42．8�

35 ディスキーダンス 牡5栗 57 戸崎 圭太 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム 464± 0 〃 アタマ 2．9
713 プレイヤーハウス 牡4鹿 56 柴田 善臣嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 466＋ 62：15．3クビ 44．7�
12 
 イメージガール 牝6黒鹿55 津村 明秀飯田 正剛氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 482＋ 22：15．4� 28．0�
24 レイズアスピリット 牡5青 57 F．ベリー �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 470－ 62：15．5� 4．1�

（愛）

23 タケルラムセス 牡4鹿 56 三浦 皇成森 保彦氏 田村 康仁 浦河 中村 雅明 470＋ 42：15．7� 7．9�
816 ドラゴンズタイム 牡5鹿 57 吉田 豊窪田 康志氏 高橋 文雅 日高 三城牧場 B428－102：15．91	 13．4�
11 エルヴィスバローズ 牡8鹿 57 内田 博幸猪熊 広次氏 牧 光二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B506－ 22：16．11� 28．9�
47 リアンドジュエリー 牝4芦 54 柴山 雄一大塚 亮一氏 奥村 武 日高 オリオンファーム 462± 02：16．95 53．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 57，061，200円 複勝： 79，665，200円 枠連： 50，482，000円
馬連： 199，696，200円 馬単： 81，853，700円 ワイド： 87，380，200円
3連複： 258，924，900円 3連単： 384，819，800円 計： 1，199，883，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 350円 � 870円 � 1，060円 枠 連（4－5） 7，280円

馬 連 �� 16，030円 馬 単 �� 28，680円

ワ イ ド �� 3，830円 �� 4，870円 �� 10，160円

3 連 複 ��� 112，120円 3 連 単 ��� 654，910円

票 数

単勝票数 計 570612 的中 � 46428（4番人気）
複勝票数 計 796652 的中 � 66114（4番人気）� 23123（10番人気）� 18639（11番人気）
枠連票数 計 504820 的中 （4－5） 5374（23番人気）
馬連票数 計1996962 的中 �� 9650（44番人気）
馬単票数 計 818537 的中 �� 2140（81番人気）
ワイド票数 計 873802 的中 �� 5922（38番人気）�� 4636（46番人気）�� 2204（80番人気）
3連複票数 計2589249 的中 ��� 1732（247番人気）
3連単票数 計3848198 的中 ��� 426（1341番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．6―12．3―12．1―12．1―12．3―12．4―12．0―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．4―23．9―36．5―48．8―1：00．9―1：13．0―1：25．3―1：37．7―1：49．7―2：01．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F36．0
1
3
11，10，6－15－8－9，13（12，5）－（7，14）（2，16）（3，4）－1
11－10，6，15，8＝9－13，12＝5（7，14）（2，16）（3，4）1

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

勝馬の
紹 介

マイネオーラム �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2013．8．11 新潟6着

2011．3．20生 牝5鹿 母 マイネシャローナ 母母 ザ ナ ッ ク 24戦4勝 賞金 81，871，000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 ジョーチャーリー号
※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。

４レース目



（28中山1）第6日 1月17日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 182頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

263，570，000円
5，060，000円
11，280，000円
1，560，000円
29，240，000円
74，754，500円
4，987，000円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
573，387，700円
860，131，900円
410，096，000円
1，878，524，500円
860，365，100円
806，872，200円
2，423，885，300円
3，830，549，100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 11，643，811，800円

総入場人員 24，073名 （有料入場人員 21，753名）
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