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00013 1月7日 晴 良 （29中山1）第2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）

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
1：08．7
1：08．7

重
重

612 アイアムキャツアイ 牝3黒鹿54 蛯名 正義堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 450± 01：12．9 3．4�
713 プティトシャンティ 牝3青鹿 54

52 △木幡 初也三野順一郎氏 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 B444－ 21：13．32� 11．3�
23 サンデュランゴ 牝3栗 54 二本柳 壮 �加藤ステーブル 蛯名 利弘 新ひだか 三石川上牧場 466－ 21：13．4クビ 7．3�
714 デルマキミノナハ 牝3黒鹿 54

52 △木幡 巧也浅沼 廣幸氏 黒岩 陽一 日高 ファニーヒルファーム 448＋ 4 〃 ハナ 8．7�
59 ガレットショコラ 牝3黒鹿54 柴山 雄一吉田 勝己氏 竹内 正洋 安平 ノーザンファーム 416± 01：13．61� 10．8�
510 ブライトエピローグ 牝3栗 54 横山 典弘 	社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム 446＋12 〃 ハナ 4．3

611 プレシャスジュエル 牝3鹿 54 北村 宏司 	社台レースホース中舘 英二 安平 追分ファーム 462－ 4 〃 クビ 27．1�
35 ネコフッピー 牝3鹿 54 江田 照男桐谷 茂氏 星野 忍 新冠 須崎牧場 420＋ 21：13．81� 193．6�
24 エボニーアイボリー 牝3黒鹿54 内田 博幸諸江 幸祐氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 442＋ 2 〃 クビ 21．9
816 タキオンレイ 牝3栗 54 勝浦 正樹小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 460＋ 41：14．01 12．0�
11 ア ン ヌ 牝3栗 54 津村 明秀	ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 480＋ 41：14．1� 90．9�
48 アスヘノキボウ 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎	ミルファーム 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 436－ 21：14．2� 75．2�
36 ル ア 牝3黒鹿54 柴田 大知榊原 浩一氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 468＋121：14．41 41．3�
815 キョウモバライロ 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 420－ 81：15．46 306．3�
12 フォレストクイーン 牝3栗 54 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 436＋ 41：15．72 12．8�
47 ジ ュ ー ン 牝3栗 54 西村 太一	和田牧場 和田 正道 新ひだか 桑嶋 峰雄 406－ 21：20．1大差 301．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，037，000円 複勝： 50，541，300円 枠連： 21，036，700円
馬連： 73，169，800円 馬単： 33，158，100円 ワイド： 45，611，500円
3連複： 105，106，300円 3連単： 117，516，000円 計： 473，176，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 260円 � 190円 枠 連（6－7） 610円

馬 連 �� 2，000円 馬 単 �� 3，550円

ワ イ ド �� 740円 �� 470円 �� 720円

3 連 複 ��� 3，300円 3 連 単 ��� 17，360円

票 数

単勝票数 計 270370 的中 � 62265（1番人気）
複勝票数 計 505413 的中 � 126729（1番人気）� 39053（6番人気）� 66027（2番人気）
枠連票数 計 210367 的中 （6－7） 26504（1番人気）
馬連票数 計 731698 的中 �� 28302（6番人気）
馬単票数 計 331581 的中 �� 6999（9番人気）
ワイド票数 計 456115 的中 �� 15473（6番人気）�� 25971（2番人気）�� 15899（5番人気）
3連複票数 計1051063 的中 ��� 23857（7番人気）
3連単票数 計1175160 的中 ��� 4907（34番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．7―12．5―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．4―46．9―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイアムキャツアイ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．7．2 福島4着

2014．3．18生 牝3黒鹿 母 アイアムアクトレス 母母 アイアムザウィナー 3戦1勝 賞金 8，100，000円
〔その他〕 フォレストクイーン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジューン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年2月7日まで平地競走に出

走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 フォレストクイーン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年2月7日まで出走できない。
※エボニーアイボリー号・ネコフッピー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

00014 1月7日 晴 良 （29中山1）第2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）

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

816 ハイランドピーク 牡3青鹿56 横山 和生島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ
スティファーム 454＋301：54．3 5．2�

23 ニーマルサンデー 牡3青鹿56 吉田 豊板橋 秋氏 田村 康仁 新ひだか 畠山牧場 470＋ 21：55．68 6．1�
510 チェリートリトン 牡3芦 56

53 ▲野中悠太郎櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 490－ 21：55．92 18．3�
59 ヤマニンバンタジオ �3栗 56 嘉藤 貴行土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 520＋ 4 〃 ハナ 19．8�
24 ハッスルバッスル 牡3黒鹿56 柴山 雄一吉澤 克己氏 戸田 博文 新ひだか タイヘイ牧場 488＋ 41：56．22 32．1�
47 コトブキホーク 牡3黒鹿56 横山 典弘尾上 松壽氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 482＋ 61：56．4� 42．7	
714 マイネルストラトス 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 谷川牧場 468＋ 41：57．14 20．6�
35 ホウオウステップ 牡3栗 56

53 ▲藤田菜七子小笹 芳央氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 468＋ 21：57．63 129．5�
12 アスカショウダイ 牡3栗 56 内田 博幸上野 武氏 本間 忍 新ひだか 藤原牧場 444＋ 21：58．02� 321．5
713 カ ツ ヒ メ 牝3栗 54 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 430± 01：58．1� 280．5�
11 エポックメーカー 牡3鹿 56 戸崎 圭太林 正道氏 上原 博之 新ひだか 千代田牧場 514－ 41：58．52� 1．5�
48 ワイルドスマッシュ 牡3黒鹿 56

54 △井上 敏樹古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 480± 01：58．6� 383．8�
612 マイネルグアンチェ 牡3黒鹿56 津村 明秀 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 日高 下河辺牧場 464± 01：58．7� 383．8�
815 ディーエスレイダー 牡3鹿 56 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 454＋101：58．8� 190．0�
611 ゴールドコーナー 牡3栗 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 浦河 高昭牧場 500＋ 61：59．33 274．2�
36 スカイベリー 牝3鹿 54 岩部 純二 �ダイヤモンドファーム 南田美知雄 浦河 ダイヤモンドファーム 414－142：03．9大差 465．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，429，200円 複勝： 146，269，700円 枠連： 20，934，500円
馬連： 71，497，200円 馬単： 52，353，000円 ワイド： 42，568，200円
3連複： 95，446，700円 3連単： 174，615，600円 計： 642，114，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 620円 � 410円 � 1，060円 枠 連（2－8） 1，420円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 2，860円

ワ イ ド �� 440円 �� 880円 �� 980円

3 連 複 ��� 5，510円 3 連 単 ��� 24，310円

票 数

単勝票数 計 384292 的中 � 58347（2番人気）
複勝票数 計1462697 的中 � 62405（3番人気）� 101717（2番人気）� 34264（6番人気）
枠連票数 計 209345 的中 （2－8） 11356（5番人気）
馬連票数 計 714972 的中 �� 34494（6番人気）
馬単票数 計 523530 的中 �� 13698（9番人気）
ワイド票数 計 425682 的中 �� 26159（3番人気）�� 12059（12番人気）�� 10726（13番人気）
3連複票数 計 954467 的中 ��� 12976（17番人気）
3連単票数 計1746156 的中 ��� 5206（70番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―12．4―13．0―13．1―12．5―12．8―12．5―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―36．9―49．9―1：03．0―1：15．5―1：28．3―1：40．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．8
1
3
16，1，4，12，3（5，10）（6，15）8（9，11）－（13，7）（2，14）
16（1，4）12（3，10）－5，15（9，11，7）（13，14）－（6，8，2）

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

勝馬の
紹 介

ハイランドピーク �
�
父 トーセンブライト �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2016．8．27 新潟15着

2014．5．16生 牡3青鹿 母 ハイランドダンス 母母 ル カ ダ ン ス 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スカイベリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年2月7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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 シラバブ号・トラネコ号・ビーハッピー号

第１回 中山競馬 第２日



00015 1月7日 晴 良 （29中山1）第2日 第3競走 ��1，200�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
1：08．7
1：08．7

重
重

815 ユイノルフィ 牡3栗 56 吉田 豊由井健太郎氏 尾関 知人 新冠 若林牧場 452－101：13．6 3．2�
611 キャプテンルフィ 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 478－ 8 〃 クビ 5．1�
12 スピーディクール 牡3栗 56 杉原 誠人ライオンレースホース� 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 472＋ 8 〃 アタマ 8．5�
816 ラヴィソント 牝3鹿 54

52 △原田 和真岡田 壮史氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 440＋ 41：13．7クビ 15．3�
11 ノリノリコユキ 牝3鹿 54 横山 和生大久保和夫氏 勢司 和浩 日高 厚賀古川牧場 434－ 4 〃 クビ 18．5�
36 ヤマノブロンコ 牡3栗 56 丸田 恭介澤村 敏雄氏 田中 清隆 栃木 恵比寿興業株式

会社	須野牧場 472－ 21：13．8� 29．2

47 ドナペリドット 牝3青鹿54 松岡 正海田� 秀郎氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 460＋ 4 〃 同着 19．9�
59 キ ッ プ ヨ シ 牡3鹿 56 大野 拓弥北所 直人氏 高木 登 新ひだか 坂本牧場 476＋ 81：13．9クビ 7．4
23 クリノレオノール 牝3鹿 54

52 △伴 啓太栗本 博晴氏 星野 忍 日高 日西牧場 438± 01：14．11 84．9�
35 サンジレット 牡3栗 56 勝浦 正樹 �加藤ステーブル 田村 康仁 新冠 前川 隆範 474＋ 2 〃 クビ 11．3�
48 ラヴトワイス 牝3栗 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 牧 光二 新ひだか 松田牧場 456＋141：14．2クビ 9．9�
612 マスターマインド �3鹿 56

53 ▲野中悠太郎 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 大江原 哲 新ひだか 矢野牧場 436－ 61：15．15 224．0�

714 キープスマイル 牝3鹿 54
52 △木幡 初也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 日高 豊洋牧場 426± 0 〃 ハナ 90．3�
24 ク ー ロ ゼ 牝3鹿 54

53 ☆長岡 禎仁�ミルファーム 伊藤 正徳 新ひだか 増本牧場 420－ 61：15．31 193．5�
713 リネンカイソク 牡3黒鹿56 吉田 隼人戸山 光男氏 加藤 和宏 新ひだか 嶋田牧場 472＋ 8 〃 クビ 335．1�
510 ナムラクロエ 牝3栗 54 田辺 裕信奈村 信重氏 谷原 義明 様似 林 時春 428＋ 61：15．93� 15．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，113，800円 複勝： 45，166，000円 枠連： 22，525，300円
馬連： 70，029，400円 馬単： 33，032，100円 ワイド： 42，416，600円
3連複： 94，161，200円 3連単： 111，320，100円 計： 446，764，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 160円 � 220円 枠 連（6－8） 710円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 360円 �� 600円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，700円 3 連 単 ��� 6，120円

票 数

単勝票数 計 281138 的中 � 69582（1番人気）
複勝票数 計 451660 的中 � 109616（1番人気）� 73322（2番人気）� 42172（4番人気）
枠連票数 計 225253 的中 （6－8） 24355（1番人気）
馬連票数 計 700294 的中 �� 67261（1番人気）
馬単票数 計 330321 的中 �� 15121（2番人気）
ワイド票数 計 424166 的中 �� 32730（1番人気）�� 17475（3番人気）�� 15599（5番人気）
3連複票数 計 941612 的中 ��� 41321（1番人気）
3連単票数 計1113201 的中 ��� 13166（1番人気）

ハロンタイム 11．8―10．8―11．7―12．4―12．9―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．6―34．3―46．7―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユイノルフィ �
�
父 デュランダル �

�
母父 More Than Ready デビュー 2016．12．18 中山4着

2014．3．28生 牡3栗 母 ウインミネルヴァ 母母 Voodoo Lady 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔制裁〕 ラヴィソント号の調教師加藤和宏は，4コーナーで同馬の右手綱の尾錠が外れたことについて過怠金100，000円。

スピーディクール号の騎手杉原誠人は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：8番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 エヌティーバルドル号・エボニーアイボリー号
（非抽選馬） 2頭 イエスマイハニー号・サンクララ号

00016 1月7日 晴 良 （29中山1）第2日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時25分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

713 シ ナ ジ ー 牝3青鹿 54
53 ☆石川裕紀人 �フジワラ・ファーム 相沢 郁 新ひだか フジワラフアーム 450 ―1：57．4 27．0�

815 ナ オ ト ラ 牝3黒鹿54 柴山 雄一吉川 朋宏氏 竹内 正洋 新ひだか 桜井牧場 428 ―1：57．82� 25．9�
714 シャインサンデー 牝3栗 54 大野 拓弥森 保彦氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 426 ―1：58．54 3．8�
23 レッドラトナ 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 454 ― 〃 クビ 2．6�
12 スリーミネルバ 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 450 ―1：58．92� 14．2	
48 サウンドベティ 牝3鹿 54 蛯名 正義増田 雄一氏 水野 貴広 新冠 新冠伊藤牧場 442 ―1：59．22 36．3

611 タガノアニード 牝3黒鹿54 石橋 脩八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470 ―1：59．3� 12．7�
816 コウユーモエルコイ 牝3黒鹿 54

53 ☆長岡 禎仁加治屋貞光氏 竹内 正洋 浦河 小葉松 幸雄 464 ―1：59．61� 98．7�
35 サンマルスイート 牝3黒鹿54 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 日高 三城牧場 466 ―2：00．02� 51．7
11 クインズスプリング 牝3芦 54 勝浦 正樹亀田 和弘氏 田村 康仁 新ひだか 松田牧場 462 ―2：00．2� 39．7�
47 タイムレスタイム 牝3鹿 54 津村 明秀栗坂 崇氏 和田 雄二 千歳 社台ファーム 478 ―2：01．15 35．4�
59 カルマクイーン 牝3青鹿54 嘉藤 貴行花野 友象氏 田中 清隆 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 452 ―2：01．63 132．6�
612 グローリアスイリス 牝3黒鹿 54

52 △木幡 巧也日下部勝德氏 牧 光二 新冠 スカイビーチステーブル 490 ―2：01．7� 7．2�
510 ウーヴリール 牝3鹿 54 江田 照男平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 442 ―2：02．12� 104．8�
36 ニューフェイス 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎北駿競走馬組合 小西 一男 新ひだか 高橋 修 464 ―2：02．42 66．8�
24 モーリーファ 牝3黒鹿54 内田 博幸 �シルクレーシング 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 468 ―2：02．82� 9．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，058，900円 複勝： 40，259，200円 枠連： 21，298，500円
馬連： 59，255，900円 馬単： 30，251，200円 ワイド： 33，141，500円
3連複： 73，457，800円 3連単： 93，370，400円 計： 380，093，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，700円 複 勝 � 580円 � 680円 � 170円 枠 連（7－8） 3，160円

馬 連 �� 17，310円 馬 単 �� 31，330円

ワ イ ド �� 5，370円 �� 1，790円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 23，710円 3 連 単 ��� 189，080円

票 数

単勝票数 計 290589 的中 � 8606（8番人気）
複勝票数 計 402592 的中 � 15288（7番人気）� 12821（8番人気）� 83452（2番人気）
枠連票数 計 212985 的中 （7－8） 5213（12番人気）
馬連票数 計 592559 的中 �� 2652（42番人気）
馬単票数 計 302512 的中 �� 724（78番人気）
ワイド票数 計 331415 的中 �� 1560（48番人気）�� 4803（19番人気）�� 5174（16番人気）
3連複票数 計 734578 的中 ��� 2323（69番人気）
3連単票数 計 933704 的中 ��� 358（493番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―13．0―13．5―12．9―13．1―12．7―13．4―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．8―37．8―51．3―1：04．2―1：17．3―1：30．0―1：43．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．2―3F40．1
1
3

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

勝馬の
紹 介

シ ナ ジ ー �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ア サ テ ィ ス 初出走

2014．3．8生 牝3青鹿 母 プルミエールマルク 母母 ニホンピロビツキー 1戦1勝 賞金 6，000，000円



00017 1月7日 晴 良 （29中山1）第2日 第5競走 ��
��1，600�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
1：30．7
1：30．7

良
良

24 ル ネ デ ィ 牡3栗 56 吉田 隼人森 保彦氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 490－ 41：35．7 18．4�
23 フィールザサンダー 牡3鹿 56 大野 拓弥櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 444＋ 21：35．8� 13．1�
35 ハードアタック 牡3黒鹿56 内田 博幸島川 �哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ

スティファーム 492＋ 81：35．9� 5．5�
36 サクラサクコロ 牡3鹿 56 柴山 雄一田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 中地 義次 450＋ 4 〃 クビ 5．3�
612 コスモディライト 牡3青鹿56 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 436± 01：36．0クビ 14．8	
12 プレシャスブルー 牡3鹿 56

55 ☆石川裕紀人石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 430－ 21：36．1� 11．5

11 サンアンカレッジ 牡3栗 56 二本柳 壮 �加藤ステーブル 岩戸 孝樹 日高 神島 芳仁 474＋ 2 〃 クビ 7．2�
815 グラスルアー 牡3青鹿56 吉田 豊半沢� 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 476＋ 2 〃 ハナ 13．6
47 ルックアットミー 牝3鹿 54 的場 勇人髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 466＋141：36．2� 31．7�
816 パイルーチェ 牝3栗 54 津村 明秀西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 450－ 41：36．41	 5．5�
48 ミステキサス 牝3鹿 54 勝浦 正樹窪田 康志氏 田島 俊明 安平 ノーザンファーム 408－ 4 〃 クビ 62．6�
713 ミッキークロス 牝3青鹿54 横山 典弘野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 432＋ 61：36．5クビ 22．2�
611 ヤマニンシーベリー 牝3栗 54 北村 宏司土井 肇氏 黒岩 陽一 新冠 錦岡牧場 446＋ 61：36．6� 29．0�
510 マイネルプラヌール 牡3鹿 56 柴田 大知 �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 430＋ 81：36．92 22．0�
714 ノーティスボード 牝3芦 54 蛯名 正義下河�行雄氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 494－ 81：37．0� 37．0�
59 ミサトウオッカ 牝3栗 54 武士沢友治戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 454＋ 41：37．21 122．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，027，500円 複勝： 66，720，900円 枠連： 34，683，600円
馬連： 88，695，200円 馬単： 39，118，700円 ワイド： 57，862，900円
3連複： 124，794，800円 3連単： 133，038，600円 計： 580，942，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，840円 複 勝 � 500円 � 320円 � 210円 枠 連（2－2） 11，160円

馬 連 �� 9，080円 馬 単 �� 20，980円

ワ イ ド �� 2，480円 �� 1，880円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 19，170円 3 連 単 ��� 124，130円

票 数

単勝票数 計 360275 的中 � 15628（9番人気）
複勝票数 計 667209 的中 � 30252（9番人気）� 53688（4番人気）� 97334（2番人気）
枠連票数 計 346836 的中 （2－2） 2407（30番人気）
馬連票数 計 886952 的中 �� 7565（39番人気）
馬単票数 計 391187 的中 �� 1398（88番人気）
ワイド票数 計 578629 的中 �� 5966（30番人気）�� 7951（21番人気）�� 9216（17番人気）
3連複票数 計1247948 的中 ��� 4881（69番人気）
3連単票数 計1330386 的中 ��� 777（437番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．2―36．2―48．3―1：00．5―1：12．1―1：23．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F35．2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ル ネ デ ィ �
�
父 ローエングリン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．9．10 中山3着

2014．5．5生 牡3栗 母 プリティプリンセス 母母 サワヤカプリンセス 4戦1勝 賞金 8，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ストーミースター号・ファストソレル号・ペイシャムーン号

00018 1月7日 晴 良 （29中山1）第2日 第6競走 ��2，400�サラブレッド系4歳以上
発走12時45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
2：28．8
2：28．6

重
不良

44 ボ ル ド ネ ス �5鹿 57 横山 典弘�G1レーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 502＋ 42：37．5 5．8�
79 イルフォーコン 牡4黒鹿 56

53 ▲野中悠太郎 H.F Association 尾形 和幸 浦河 福田牧場 454＋ 22：38．98 10．6�
710 クワッドアクセル 牡5栗 57 内田 博幸�明栄商事 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 480＋182：39．0� 9．8�
55 ディリゲント 牡4黒鹿56 江田 照男ディアレストクラブ� 小笠 倫弘 新ひだか 静内フアーム 514＋ 22：39．1クビ 8．5�
33 ポ ボ ス 牡4鹿 56 柴山 雄一杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 川島牧場 532＋212：39．2� 14．8�
68 � サトノギャラクシー 牡5青鹿 57

55 △木幡 巧也里見 治氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 542± 02：39．3	 2．6	
11 アドマイヤガスト 牡5鹿 57 田辺 裕信近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 538＋ 82：39．4クビ 9．9

812� レオクイック 牡5鹿 57

55 △原田 和真坂田 行夫氏 天間 昭一 浦河 田中スタッド 468－ 22：39．5	 112．4�
22 ビクトリーミノル 牡5栗 57 松岡 正海吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 486－ 2 〃 アタマ 22．2�
67 シンボリラパス 牡4栗 56 勝浦 正樹シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 488＋ 62：39．71 11．3
56 トーホウデサント 牡4鹿 56 石橋 脩東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 494＋182：40．65 14．1�
811 カゼニモマケズ 牝5栗 55

52 ▲菊沢 一樹江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 458＋ 42：40．7� 139．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 28，667，400円 複勝： 41，344，700円 枠連： 18，641，700円
馬連： 71，060，300円 馬単： 34，961，200円 ワイド： 38，757，600円
3連複： 86，549，800円 3連単： 124，198，900円 計： 444，181，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 230円 � 310円 � 330円 枠 連（4－7） 1，790円

馬 連 �� 3，690円 馬 単 �� 7，350円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 1，130円 �� 1，890円

3 連 複 ��� 12，640円 3 連 単 ��� 58，280円

票 数

単勝票数 計 286674 的中 � 39316（2番人気）
複勝票数 計 413447 的中 � 52232（3番人気）� 33767（5番人気）� 30732（6番人気）
枠連票数 計 186417 的中 （4－7） 8070（9番人気）
馬連票数 計 710603 的中 �� 14908（15番人気）
馬単票数 計 349612 的中 �� 3566（27番人気）
ワイド票数 計 387576 的中 �� 7647（17番人気）�� 8897（12番人気）�� 5211（26番人気）
3連複票数 計 865498 的中 ��� 5132（47番人気）
3連単票数 計1241989 的中 ��� 1545（197番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．7―26．4―40．2―53．8―1：06．9―1：20．3―1：33．8―1：46．4―1：58．9―2：11．5―2：24．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F51．1―3F38．6
1
�
4－12（10，2）（3，11）（1，8）（7，9）（5，6）
4，10（2，1）3，12（8，9）7（5，11）6

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

勝馬の
紹 介

ボ ル ド ネ ス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．10．18 東京3着

2012．2．29生 �5鹿 母 エンプレスティアラ 母母 ゴールドティアラ 18戦3勝 賞金 34，200，000円

追 加 記 事（第 5回中山競馬第 8日第 2競走）
〔その他〕　　レウィシア号は，競走中に疾病〔左橈側手根骨々折〕を発症。なお，同馬は「タ

イムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



00019 1月7日 晴 良 （29中山1）第2日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時15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
1：08．7
1：08．7

重
重

48 ア ト ラ ン タ 牡5鹿 57 武士沢友治桐谷 茂氏 古賀 史生 新冠 高瀬牧場 550± 01：11．1 8．5�
24 ヒカリブランデー 牡6鹿 57 北村 宏司�ヒカリクラブ 池上 昌弘 浦河 笠松牧場 492－ 41：11．31� 4．1�
611 プリサイスエース 牡6栗 57 横山 典弘井山 登氏 奥村 武 新冠 芳住 鉄兵 512＋ 81：11．61	 11．3�
12 
 サウンドジャンゴ 牡5鹿 57 戸崎 圭太増田 雄一氏 和田 正道 米 Hibiscus

Stables B524＋ 8 〃 アタマ 3．5�
713 アデレードヒル 牝4鹿 54 柴山 雄一吉田 和美氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 476＋ 21：11．7クビ 7．1�
59 
 パラダイスガーデン 牝5栗 55

53 △木幡 巧也岡田 牧雄氏 栗田 博憲 米 Crossroads
Farm, LLC 490＋101：11．8	 164．3	

612 イワヌガハナ �5黒鹿57 横山 和生國分 純氏 小野 次郎 日高 スマイルファーム 486＋10 〃 クビ 61．3

815 テイクウォーニング 牝5栗 55 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486＋ 81：11．9	 25．2�
510� テキスタイルアート �5青鹿 57

55 △原田 和真岡田 壮史氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 480＋ 41：12．0クビ 14．1�
36 セクシーボーイ 牡6鹿 57 田辺 裕信 �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 B494＋ 6 〃 ハナ 13．2
11 � スズカプリオール 牡6鹿 57

56 ☆長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B500＋ 4 〃 ハナ 305．3�
47 カ ネ ノ イ ロ 牡4鹿 56 柴田 善臣江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 478＋101：12．2	 17．8�
35 � エビスグレイト �7黒鹿57 大野 拓弥加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 488± 01：12．3	 41．7�
816� サウスキング 牡6黒鹿 57

54 ▲野中悠太郎南波 壽氏 久保田貴士 新冠 武田 修一 B486－ 21：12．72� 21．9�
23 クリプトスコード 牝4栗 54

52 △木幡 初也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 500＋ 8 〃 ハナ 198．1�

714 シゲルヒラマサ 牡4芦 56 勝浦 正樹森中 蕃氏 水野 貴広 日高 高山牧場 462－ 61：13．44 26．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 47，100，100円 複勝： 76，298，200円 枠連： 26，164，000円
馬連： 122，803，600円 馬単： 47，910，300円 ワイド： 71，489，000円
3連複： 149，322，300円 3連単： 171，967，700円 計： 713，055，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 220円 � 150円 � 350円 枠 連（2－4） 1，040円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 3，180円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，240円 �� 790円

3 連 複 ��� 4，980円 3 連 単 ��� 27，390円

票 数

単勝票数 計 471001 的中 � 44037（4番人気）
複勝票数 計 762982 的中 � 86419（3番人気）� 171424（1番人気）� 43976（6番人気）
枠連票数 計 261640 的中 （2－4） 19327（2番人気）
馬連票数 計1228036 的中 �� 68908（2番人気）
馬単票数 計 479103 的中 �� 11297（6番人気）
ワイド票数 計 714890 的中 �� 37511（2番人気）�� 14140（13番人気）�� 22962（6番人気）
3連複票数 計1493223 的中 ��� 22469（9番人気）
3連単票数 計1719677 的中 ��� 4551（46番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．2―11．9―12．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．8―45．7―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ト ラ ン タ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 ムーンバラッド デビュー 2014．8．16 小倉3着

2012．4．30生 牡5鹿 母 ビバサムシング 母母 エ ル フ ィ ン 14戦4勝 賞金 45，351，000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 タイセイラルーナ号
（非抽選馬） 2頭 オーロラッシュ号・カンタベリーマイン号

00020 1月7日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （29中山1）第2日 第8競走 ��3，200�

なかやましんしゅん

中山新春ジャンプステークス
発走13時50分 （芝・ダート）

4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
賞 品

本 賞 16，500，000円 6，600，000円 4，100，000円 2，500，000円 1，650，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード3：31．0良・良

812� ポールシッター �7青鹿61 石神 深一平川 浩之氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 450－ 23：37．1 6．1�
67 ソ ロ ル 牡7黒鹿60 西谷 誠 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 追分ファーム 492－103：37．2� 4．1�
33 ウォンテッド 牡7黒鹿62 北沢 伸也谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 486－143：37．41	 22．6�
11 ドリームハヤテ 牡7鹿 61 熊沢 重文ライオンレースホース� 南井 克巳 日高 長谷川 一男 512＋143：37．5� 19．4�
22 メイショウオヤシオ �5栗 60 白浜 雄造松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 478－ 63：37．6クビ 19．8	
811 シゲルヒノクニ 牡5栗 60 五十嵐雄祐森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 中村 雅明 508＋ 43：37．81� 3．1

79 トーセンメリッサ 牝5青 58 大庭 和弥島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 476＋ 23：38．01� 23．4�
710 リヴゴーシュ �5栗 61 林 満明�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 524－ 43：38．21	 5．0
55 アイティテイオー 牡9栗 62 浜野谷憲尚一ノ瀬 恭氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 472＋ 23：38．3クビ 9．2�
68 クラウンテイラー 牡5鹿 60 蓑島 靖典�クラウン 田島 俊明 浦河 藤春 修二 448＋ 23：38．93� 95．4�
44 ミヤコノアバランチ 牡4芦 59 大江原 圭吉田都枝江氏 堀井 雅広 新ひだか 千代田牧場 482＋ 23：39．11	 160．2�
56 マイネルポルトゥス 牡5鹿 60 上野 翔 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新ひだか 谷藤 弘美 504＋22 （競走中止） 51．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 28，123，200円 複勝： 36，130，300円 枠連： 22，070，700円
馬連： 79，549，300円 馬単： 39，500，900円 ワイド： 39，911，100円
3連複： 108，696，900円 3連単： 159，151，700円 計： 513，134，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 210円 � 200円 � 530円 枠 連（6－8） 530円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 3，510円

ワ イ ド �� 670円 �� 2，410円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 13，870円 3 連 単 ��� 63，600円

票 数

単勝票数 計 281232 的中 � 36322（4番人気）
複勝票数 計 361303 的中 � 47859（4番人気）� 54386（3番人気）� 14313（9番人気）
枠連票数 計 220707 的中 （6－8） 31995（2番人気）
馬連票数 計 795493 的中 �� 35955（6番人気）
馬単票数 計 395009 的中 �� 8420（13番人気）
ワイド票数 計 399111 的中 �� 16164（7番人気）�� 4118（30番人気）�� 5880（24番人気）
3連複票数 計1086969 的中 ��� 5874（47番人気）
3連単票数 計1591517 的中 ��� 1814（201番人気）
上り 1マイル 1：48．9 4F 53．3－3F 40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ポールシッター �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 フ ジ キ セ キ

2010．4．28生 �7青鹿 母 ヘヴンリービーナス 母母 ダイイチリカー 障害：11戦3勝 賞金 45，459，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 マイネルポルトゥス号は，2周目1号障害〔水ごう〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



00021 1月7日 晴 良 （29中山1）第2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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

55 ホウオウパフューム 牝3栗 54 田辺 裕信小笹 芳央氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 480－ 22：01．5 2．0�
77 アーザムブルー 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 �シルクレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 436± 02：01．82 5．7�
44 ウインガナドル 牡3黒鹿56 津村 明秀�ウイン 上原 博之 新冠 新冠橋本牧場 458－ 42：02．01� 6．3�
33 マイネルザウバア 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 430－ 22：02．1クビ 8．0�
22 フラワープレミア 牡3鹿 56 大野 拓弥花村 誠氏 池上 昌弘 平取 船越 伸也 468＋12 〃 クビ 29．8	
88 ゴールドスミス 牡3黒鹿56 内田 博幸 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 524－ 4 〃 ハナ 7．4

66 ミッシングリンク 牝3栗 54 吉田 隼人小田 吉男氏 斎藤 誠 日高 天羽 禮治 508－ 22：02．2クビ 13．4�
11 ジュニエーブル 牡3鹿 56 吉田 豊柴田 洋一氏 竹内 正洋 浦河 鎌田 正嗣 448＋ 42：02．41� 19．6�
89 ウ ォ ー ブ ル 牝3黒鹿54 丸山 元気 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 むかわ 渡辺 隆 462± 02：02．61� 59．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 57，961，800円 複勝： 76，046，900円 枠連： 19，008，100円
馬連： 134，012，100円 馬単： 72，459，500円 ワイド： 62，813，100円
3連複： 158，884，600円 3連単： 308，199，700円 計： 889，385，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 160円 � 150円 枠 連（5－7） 710円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 290円 �� 260円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 4，620円

票 数

単勝票数 計 579618 的中 � 224397（1番人気）
複勝票数 計 760469 的中 � 251343（1番人気）� 98023（3番人気）� 109080（2番人気）
枠連票数 計 190081 的中 （5－7） 20621（3番人気）
馬連票数 計1340121 的中 �� 140345（3番人気）
馬単票数 計 724595 的中 �� 50220（2番人気）
ワイド票数 計 628131 的中 �� 58400（2番人気）�� 64825（1番人気）�� 23671（10番人気）
3連複票数 計1588846 的中 ��� 91193（3番人気）
3連単票数 計3081997 的中 ��� 48362（5番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―12．7―12．2―13．1―12．6―12．3―12．0―11．8―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．3―36．0―48．2―1：01．3―1：13．9―1：26．2―1：38．2―1：50．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホウオウパフューム �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2016．8．7 新潟3着

2014．2．16生 牝3栗 母 マチカネタマカズラ 母母 Sweet and Ready 3戦2勝 賞金 17，038，000円

00022 1月7日 晴 良 （29中山1）第2日 第10競走 ��
��2，200�

げいしゅん

迎春ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．9

良
良

33 ミライヘノツバサ 牡4芦 56 内田 博幸三島 宣彦氏 伊藤 大士 青森 諏訪牧場 502＋162：12．6 3．4�
55 ペンタトニック 牡6栗 57 北村 宏司吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B504＋ 82：12．92 14．2�
67 サラトガスピリット 牡5栗 57 蛯名 正義平井 裕氏 友道 康夫 日高 白井牧場 514＋ 62：13．11 2．3�
11 フジマサエンペラー �8黒鹿57 田中 勝春藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 502－ 42：13．52	 34．5�
79 ロングシャドウ 牡7青鹿57 江田 照男飯塚 知一氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 522＋ 8 〃 クビ 70．4�
66 ディスキーダンス 牡6栗 57 田辺 裕信 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム B474＋ 22：13．6	 8．0	
22 ケルンダッシュ 牡5鹿 57 戸崎 圭太深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 482－ 42：13．81 8．5

78 ウインオリアート 牝6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 442＋ 22：14．01	 31．2�
810 ハ ツ ガ ツ オ 牝6鹿 55 柴田 善臣江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 524＋ 82：14．53 28．6
811 シ ッ プ ウ �6黒鹿57 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 502－ 62：15．98 162．0�
44 ポトマックリバー 牡5芦 57 柴山 雄一吉田 勝己氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 494＋12 （競走中止） 9．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 54，395，100円 複勝： 78，899，200円 枠連： 33，776，800円
馬連： 169，413，800円 馬単： 80，437，300円 ワイド： 76，944，900円
3連複： 201，977，800円 3連単： 344，511，600円 計： 1，040，356，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 220円 � 110円 枠 連（3－5） 1，910円

馬 連 �� 2，060円 馬 単 �� 2，960円

ワ イ ド �� 620円 �� 210円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 7，440円

票 数

単勝票数 計 543951 的中 � 124401（2番人気）
複勝票数 計 788992 的中 � 138345（2番人気）� 54171（6番人気）� 292948（1番人気）
枠連票数 計 337768 的中 （3－5） 13687（8番人気）
馬連票数 計1694138 的中 �� 63608（9番人気）
馬単票数 計 804373 的中 �� 20373（12番人気）
ワイド票数 計 769449 的中 �� 27450（9番人気）�� 112672（1番人気）�� 46835（5番人気）
3連複票数 計2019778 的中 ��� 136612（4番人気）
3連単票数 計3445116 的中 ��� 33566（19番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．3―11．7―11．8―12．1―12．3―12．4―12．1―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．9―36．2―47．9―59．7―1：11．8―1：24．1―1：36．5―1：48．6―2：00．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミライヘノツバサ �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 シルバーチャーム デビュー 2015．10．17 東京6着

2013．4．27生 牡4芦 母 タムロブライト 母母 タムロチェリー 11戦4勝 賞金 53，763，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔競走中止〕 ポトマックリバー号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため3コーナーで競走中止。



00023 1月7日 晴 良 （29中山1）第2日 第11競走 ��
��1，800�ポルックスステークス

発走15時35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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

34 � ドリームキラリ 牡5青 56 松岡 正海ライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Colts Neck
Stables LLC 488＋ 21：52．9 10．9�

45 センチュリオン 牡5黒鹿56 大野 拓弥窪田 康志氏 田村 康仁 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 532＋ 2 〃 アタマ 4．2�

11 タムロミラクル 牡5青鹿56 田中 勝春谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 474－ 21：53．21	 15．8�
46 メイショウスミトモ 牡6鹿 57 吉田 隼人松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 478＋ 41：53．3	 18．9�
58 バスタータイプ 牡5鹿 56 内田 博幸村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 藤原牧場 538＋121：53．5	 5．7�
22 ピ ッ ト ボ ス 牡4鹿 55 戸崎 圭太前田 晋二氏 清水 久詞 日高 道見牧場 518＋ 61：53．71
 2．9	
813 ブライトアイディア 牡7栗 56 蛯名 正義小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522－ 61：53．8クビ 57．9

57 サンマルデューク 牡8黒鹿58 武士沢友治相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 510＋ 21：53．9
 17．0�
712 タマノブリュネット 牝5栗 55 田辺 裕信玉腰 勇吉氏 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 484＋ 51：54．0
 25．9�
33 フィールザスマート 牡6青鹿56 吉田 豊櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 516＋ 21：54．1	 83．1
814 ジェベルムーサ 牡7鹿 58 柴山 雄一 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 566＋ 41：54．95 7．2�
610 ビービーバーレル 牝4栗 53 石橋 脩坂東 勝彦氏 中舘 英二 浦河 絵笛牧場 B500＋ 61：55．0	 43．4�
711 フォローハート 牝6黒鹿54 石川裕紀人松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 484＋ 71：56．17 184．1�
69 � ポ ッ ド ガ イ 牡4黒鹿55 津村 明秀小川眞査雄氏 武市 康男 新ひだか 有限会社石川牧場 526＋211：57．710 245．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 103，803，800円 複勝： 148，386，900円 枠連： 75，594，800円
馬連： 409，157，800円 馬単： 160，529，300円 ワイド： 165，256，400円
3連複： 548，511，200円 3連単： 803，913，800円 計： 2，415，154，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 350円 � 170円 � 350円 枠 連（3－4） 1，760円

馬 連 �� 2，440円 馬 単 �� 5，220円

ワ イ ド �� 870円 �� 2，480円 �� 900円

3 連 複 ��� 9，710円 3 連 単 ��� 50，160円

票 数

単勝票数 計1038038 的中 � 75581（5番人気）
複勝票数 計1483869 的中 � 98967（5番人気）� 273299（2番人気）� 96921（6番人気）
枠連票数 計 755948 的中 （3－4） 33278（7番人気）
馬連票数 計4091578 的中 �� 129813（9番人気）
馬単票数 計1605293 的中 �� 23063（21番人気）
ワイド票数 計1652564 的中 �� 49957（9番人気）�� 16509（30番人気）�� 48253（10番人気）
3連複票数 計5485112 的中 ��� 42341（35番人気）
3連単票数 計8039138 的中 ��� 11619（179番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―37．2―50．3―1：02．5―1：14．6―1：27．0―1：39．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ドリームキラリ �
�
父 Giant’s Causeway �

�
母父 Gone West デビュー 2015．5．16 京都16着

2012．2．18生 牡5青 母 Truant 母母 Korveya 19戦5勝 賞金 81，619，000円
［他本会外：1戦1勝］

00024 1月7日 晴 良 （29中山1）第2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

24 リ ン ク ス 牡4鹿 56 内田 博幸 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 482＋ 61：34．3 4．6�

510 コスモヨハネ 牡5栗 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 平取 北島牧場 494－ 4 〃 クビ 7．7�
815 ウイングチップ �5黒鹿57 丸田 恭介 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 498＋ 61：34．4	 17．8�
713 ニシノカブケ 牡5栗 57 柴山 雄一西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 510＋ 61：34．61
 7．7�
47 シャイニングアロー 牝4青 54 柴田 善臣矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 454－ 21：34．7
 176．6�
816 クインズサン 牡4青 56 北村 宏司 	クイーンズ・ランチ 和田 正道 浦河 日進牧場 458＋ 4 〃 アタマ 38．2

612 スクエアゴールド 牝5黒鹿55 戸崎 圭太吉田 照哉氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 442＋ 61：34．8クビ 20．1�
714 ウェルブレッド 牡5黒鹿57 大野 拓弥 �サンデーレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444＋ 2 〃 クビ 13．7�
611� ハリウッドクイーン 牝4鹿 54

52 △木幡 巧也飯田 正剛氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 490＋ 51：34．9クビ 37．1
59 ル ノ ー ト ル �4青鹿 56

55 ☆石川裕紀人吉田 照哉氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 462＋ 8 〃 クビ 72．0�
36 マイネルシェルト 牡6鹿 57 津村 明秀 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 454± 01：35．21	 219．8�
35 ルネイション 牝4黒鹿54 田辺 裕信 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 440－ 41：35．3	 2．9�
12 シリーシンフォニー 牡5鹿 57

55 △伴 啓太吉田 和美氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 502＋ 81：35．4クビ 82．2�
11 スターファセット 牝5鹿 55 吉田 隼人吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 464＋ 41：35．5
 6．1�
48 � ホ ザ ン ナ 牝5栗 55

52 ▲野中悠太郎薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 安平 吉田 三郎 488－ 71：35．82 148．5�
23 オルティラアスール 牝5鹿 55 宮崎 北斗	アスール 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 486＋ 21：36．12 231．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 64，507，400円 複勝： 90，201，700円 枠連： 47，632，600円
馬連： 189，004，200円 馬単： 77，079，700円 ワイド： 94，888，000円
3連複： 235，285，000円 3連単： 331，662，000円 計： 1，130，260，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 200円 � 270円 � 390円 枠 連（2－5） 1，970円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 3，220円

ワ イ ド �� 690円 �� 1，610円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 8，190円 3 連 単 ��� 34，240円

票 数

単勝票数 計 645074 的中 � 109823（2番人気）
複勝票数 計 902017 的中 � 138904（2番人気）� 84254（5番人気）� 53211（7番人気）
枠連票数 計 476326 的中 （2－5） 18707（11番人気）
馬連票数 計1890042 的中 �� 83283（7番人気）
馬単票数 計 770797 的中 �� 17907（11番人気）
ワイド票数 計 948880 的中 �� 36670（8番人気）�� 14806（19番人気）�� 15464（18番人気）
3連複票数 計2352850 的中 ��� 21541（27番人気）
3連単票数 計3316620 的中 ��� 7022（112番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．9―35．6―47．3―59．0―1：10．8―1：22．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F35．3

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

勝馬の
紹 介

リ ン ク ス �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Lion Cavern デビュー 2015．11．29 東京1着

2013．2．24生 牡4鹿 母 ベ ラ イ シ ム 母母 Silk Braid 6戦2勝 賞金 18，500，000円



（29中山1）第2日 1月7日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 170頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

224，820，000円
5，060，000円
13，380，000円
1，540，000円
24，840，000円
67，002，000円
5，118，400円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
543，225，200円
896，265，000円
363，367，300円
1，537，648，600円
700，791，300円
771，660，800円
1，982，194，400円
2，873，466，100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 9，668，618，700円

総入場人員 19，709名 （有料入場人員 18，109名）
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