
００００１ １月４日 晴 良 （２１中山１）第１日 第１競走 １，２００�サラブレッド系３歳
発走９時５０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

８１６ コ ス モ オ ー 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 浦河 畔高牧場 ５３２＋ ６１：１２．３ ２．１�

１１ アクセルボーイ 牡３鹿 ５６
５５ ☆三浦 皇成�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４６２－ ６１：１３．０４ １０．６�

８１５ エアラスティング 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二 �ラッキーフィールド田村 康仁 千歳 社台ファーム ４８０＋ ２１：１３．２� ４．４�
３５ ディパーチャーズ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０± ０１：１３．３� ４．１�
７１４ ヴェリーハード 牡３黒鹿５６ 内田 博幸キャピタルクラブ 秋山 雅一 浦河 カナイシスタッド ４９０＋１６１：１３．８３ １１．８�
４７ フレアリングローズ 牝３鹿 ５４ 郷原 洋司山口 克己氏 本郷 一彦 平取 山口 明彦 ４７６± ０１：１４．３３ ２０．８	
３６ トーホーグロリア 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝久保 哲朗氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 ４１０－１０１：１５．１５ ８６．９

７１３ オースチンエブリン 牝３青鹿５４ 高山 太郎�テンジン 佐藤 全弘 静内 富岡 廣光 ４４４＋ ８１：１５．３１ ３５９．１�
５９ ミスニューヨーク 牝３青鹿 ５４

５２ △丸田 恭介平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか 田原橋本牧場 ４５８± ０ 〃 クビ １９７．９�
２４ リニアラピート 牡３栗 ５６ 武士沢友治佐橋五十雄氏 小桧山 悟 新ひだか 光丘牧場 ４７６－ ８１：１５．６２ １４９．３
２３ オースミシリング 牡３鹿 ５６ 江田 照男�オースミ 菅原 泰夫 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４３０＋ ２１：１６．１３ １４２．９�
４８ サキノキングオー 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥�原 富夫氏 大和田 稔 新ひだか 原 弘之 ４６０± ０１：１６．２� ３１７．０�
１２ ミツアキフレンド 牡３栗 ５６ 二本柳 壮山本 光明氏 二本柳俊一 むかわ 佐久間 孝司 ４６０－ ４１：１６．３� ３００．６�
６１２ アバトルマーゴ 牝３栗 ５４

５１ ▲宮崎 北斗宮川 秋信氏 武藤 善則 新冠 杉山 義行 B４３０－１２１：１７．０４ ５６．８�
５１０ ホーザンアテナ 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎神田 通博氏 沢 峰次 青森 諏訪牧場 ４２６± ０１：１７．２� ５３．３�
６１１ ウィンクキス 牝３芦 ５４ 石橋 脩水野 英樹氏 和田 正道 新ひだか タツヤファーム ４６２＋１０１：１８．０５ １５１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，９１０，９００円 複勝： ３０，４６５，２００円 枠連： ２５，２６８，７００円

普通馬連： ８４，５９７，５００円 馬単： ６８，７０２，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，３３５，９００円

３連複： ９８，０９５，４００円 ３連単： １５６，７４９，６００円 計： ５０９，１２５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � ２２０円 � １３０円 枠 連（１－８） ６８０円

普通馬連 �� １，０２０円 馬 単 �� １，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� ２００円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� １，１３０円 ３ 連 単 ��� ５，２７０円

票 数

単勝票数 計 １９９１０９ 的中 � ７５６６２（１番人気）
複勝票数 計 ３０４６５２ 的中 � ９６１７７（１番人気）� ２４５２６（４番人気）� ６５４８６（２番人気）
枠連票数 計 ２５２６８７ 的中 （１－８） ２７４９３（３番人気）
普通馬連票数 計 ８４５９７５ 的中 �� ６１５９６（４番人気）
馬単票数 計 ６８７０２０ 的中 �� ３０８５４（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５３３５９ 的中 �� １３４６１（４番人気）�� ３８４７０（１番人気）�� １０３２１（６番人気）
３連複票数 計 ９８０９５４ 的中 ��� ６４２９０（３番人気）
３連単票数 計１５６７４９６ 的中 ��� ２１９７７（１３番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．５―１１．５―１２．２―１２．６―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．４―３３．９―４６．１―５８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．９―３F３８．４
３ ・（１，１０）（１１，１５）１６＝（５，１２，６，９，１４）（７，８，１３）－２－４＝３ ４ ・（１，１５）１６，１０－５，１１，１４，９（１２，６，７）（８，１３）２－４＝３
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コ ス モ オ ー �
�
父 パラダイスクリーク �

�
母父 リーフグレイド デビュー ２００８．１２．２１ 中山３着

２００６．４．８生 牡３栗 母 エスエムクイン 母母 ワイエスオーク ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔制裁〕 トーホーグロリア号の騎手後藤浩輝は，調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告。

フレアリングローズ号の騎手郷原洋司は，発走直後に内側に斜行したことについて戒告。（６番・５番・４番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アバトルマーゴ号・ホーザンアテナ号・ウィンクキス号は，平成２１年２月４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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 アイファーラスカル号



００００２ １月４日 晴 良 （２１中山１）第１日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時２０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
１：４８．４

重

重

４８ スターリバイバル 牡３栗 ５６ 吉田 豊�出口牧場 境 征勝 日高 出口牧場 ５０４± ０１：５６．６ １．６�

３６ ユニヴァースガイ 牡３栗 ５６ 内田 博幸横瀬 兼二氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５０２＋ ２１：５７．０２� ３．２�
２４ マンダリンシルバー 牡３芦 ５６ 横山 典弘郭 東仁氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４５４＋ ２１：５７．９５ １４．３�
５９ ジャンボマズル 牡３鹿 ５６ 江田 照男桐谷 茂氏 星野 忍 三石 萩澤 俊雄 ５２０＋ ６１：５８．１１� １８．６�
７１４ ケイアイスザク 牡３鹿 ５６ 村田 一誠 �啓愛義肢材料販売所 松山 康久 日高 タバタファーム ４２８± ０１：５８．２� ２７．４�
２３ ハーモナイズ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹馬場 幸廣氏 小西 一男 門別 坂 牧場 ４８０－ ４１：５８．３� ６２．１	
８１６ コスモツイマイ 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 平取 高橋 啓 ４８８＋ ２１：５８．６１� ５２．４

８１５ ア ル マ ダ 牡３鹿 ５６ 津村 明秀小野 博郷氏 小笠 倫弘 新冠 赤石 久夫 ４３０＋１０１：５９．０２� ３７１．９�
３５ ス ペ ッ ク 牡３鹿 ５６

５５ ☆三浦 皇成山本 武司氏 高市 圭二 新ひだか 澤田 嘉隆 ４５８± ０１：５９．２１� ３３．９�
１１ ウィニングトリック 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 ４６４± ０１：５９．７３ ２５４．９
７１３� コスモグラビティ 牡３黒鹿５６ 中舘 英二 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 米

Wayne G. Lyster
III, Robert Muir
& Des Scott

４９６＋ ６２：００．０１� １７．５�
４７ テイエムクロヒョー 牡３青 ５６ 武士沢友治竹園 正繼氏 中野渡清一 日高 テイエム牧場門別分場 ５００＋ ６２：００．１クビ ２８５．９�
５１０ ミヤコドリーム 牡３鹿 ５６ 小林 淳一吉田都枝江氏 土田 稔 新ひだか 信田牧場 ４５６＋ ２２：００．３１� ２１２．９�
１２ オメガジャスパ 牡３栗 ５６ 石橋 脩原 �子氏 小笠 倫弘 静内 岡田スタツド B４５４＋ ４２：００．６１� ２９３．３�
６１２ インディアンボス 牡３鹿 ５６

５５ ☆田中 博康矢城辰之助氏 浅野洋一郎 日高 中川 浩典 ４７４± ０２：０１．４５ ４４３．０�
６１１ ナイトクラブ 牡３栗 ５６

５３ ▲宮崎 北斗坂本 浩一氏 秋山 雅一 日高 庄野牧場 ４４６＋ ６２：０３．１大差 ２３８．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，４７２，５００円 複勝： ５９，４４７，０００円 枠連： ２３，９１０，５００円

普通馬連： ８９，５３６，９００円 馬単： ７９，５６０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，６４６，６００円

３連複： ９２，２５５，０００円 ３連単： １７７，３１３，４００円 計： ５７０，１４２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � ２３０円 枠 連（３－４） １９０円

普通馬連 �� １９０円 馬 単 �� ３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３０円 �� ３８０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� ７６０円 ３ 連 単 ��� １，７３０円

票 数

単勝票数 計 ２１４７２５ 的中 � １０８７２５（１番人気）
複勝票数 計 ５９４４７０ 的中 � ３８１９５４（１番人気）� １０５７５３（２番人気）� ２０２８８（４番人気）
枠連票数 計 ２３９１０５ 的中 （３－４） ９６２８０（１番人気）
普通馬連票数 計 ８９５３６９ 的中 �� ３６３７８８（１番人気）
馬単票数 計 ７９５６０７ 的中 �� ２０２４５２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６６４６６ 的中 �� ８３６８５（１番人気）�� １２９５２（４番人気）�� １０２３８（６番人気）
３連複票数 計 ９２２５５０ 的中 ��� ９０７３９（２番人気）
３連単票数 計１７７３１３４ 的中 ��� ７５９２５（２番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．９―１２．９―１３．７―１２．８―１２．６―１２．７―１３．１―１４．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．８―３７．７―５１．４―１：０４．２―１：１６．８―１：２９．５―１：４２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．４―３F３９．８
１
３

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

勝馬の
紹 介

スターリバイバル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 シンボリルドルフ デビュー ２００８．９．２１ 中山２着

２００６．３．２７生 牡３栗 母 セカンドノホシ 母母 セカンドサービス ５戦１勝 賞金 １２，３００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナイトクラブ号は，平成２１年２月４日まで平地競走に出走できない。



００００３ １月４日 晴 良 （２１中山１）第１日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時５０分 （ダート・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

５５ ダンシングクイーン 牝３青鹿５４ 北村 宏司�嶋 哲氏 久保田貴士 浦河 有限会社
吉田ファーム ４５４ ―１：５８．５ １．９�

６７ ト サ ッ プ 牡３鹿 ５６
５５ ☆三浦 皇成小田切有一氏 粕谷 昌央 日高 山本 通則 ５１６ ―１：５９．２４ １３．５�

４４ オーゴンオーカン 牝３栗 ５４ 中舘 英二永田 清男氏 谷原 義明 日高 浜本 幸雄 ４４６ ―１：５９．９４ ２５．４�
７１０ シチコウキング 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥中村 泰三氏 藤原 辰雄 鵡川 桑原牧場 ４８８ ―２：００．５３� ９．２�
８１１ ビクトリアモード 牡３鹿 ５６ 吉田 豊石橋 松蔵氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 ４５６ ―２：００．６� ２１．０�
１１ テラモマルゼン 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣�寺田工務店 柴崎 勇 新ひだか 澤田 嘉隆 ４９２ ―２：０１．１３ ８．５�
６８ トーセンルーチェ 牡３栗 ５６ 内田 博幸島川 	哉氏 鈴木 康弘 新冠 ハシモトフアーム ５６６ ―２：０１．４１� ４．６

７９ タマモルンバ 牡３芦 ５６ 武士沢友治タマモ� 水野 貴広 新ひだか 曾我 博 ５２２ ―２：０１．８２� １３０．５�
３３ ダイワハンター 牡３鹿 ５６ 田中 勝春大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ５３４ ―２：０２．２２� ２９．５�
８１２ シノブワンダー 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信伊東 純一氏 鈴木 勝美 日高 ヤナガワ牧場 ４３８ ―２：０２．５１� ２６．８
２２ アンブラッセ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘 �グリーンファーム 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４６２ ―２：０３．１３� ２２．５�
５６ ジュンノブルボン 牡３鹿 ５６ 高橋 智大國分 純氏 高橋 義博 日高 ファニーフレンズファーム ４９６ ―２：０９．０大差 １６６．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２１，６１９，７００円 複勝： ２５，２８２，１００円 枠連： ２１，８０９，６００円

普通馬連： ８０，９３７，３００円 馬単： ６７，０４５，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，４５５，７００円

３連複： ８３，４００，７００円 ３連単： １３８，４３６，８００円 計： ４６１，９８７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １３０円 � ３３０円 � ３７０円 枠 連（５－６） ４２０円

普通馬連 �� １，４２０円 馬 単 �� ２，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７３０円 �� ５９０円 �� ３，０１０円

３ 連 複 ��� ６，７３０円 ３ 連 単 ��� ２３，１７０円

票 数

単勝票数 計 ２１６１９７ 的中 � ９０８０１（１番人気）
複勝票数 計 ２５２８２１ 的中 � ７９６９１（１番人気）� １５６８１（５番人気）� １３４６２（７番人気）
枠連票数 計 ２１８０９６ 的中 （５－６） ３９２３８（１番人気）
普通馬連票数 計 ８０９３７３ 的中 �� ４２０７５（４番人気）
馬単票数 計 ６７０４５４ 的中 �� ２３０１４（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３４５５７ 的中 �� ８０７６（９番人気）�� １０２３３（５番人気）�� １８０２（３６番人気）
３連複票数 計 ８３４００７ 的中 ��� ９１５９（２５番人気）
３連単票数 計１３８４３６８ 的中 ��� ４４１０（７１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．２―２５．８―３９．１―５２．９―１：０６．４―１：１９．３―１：３２．４―１：４５．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．１―３F３９．２
１
３

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

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

ダンシングクイーン �
�
父 Giant’s Causeway �

�
母父 Gone West 初出走

２００６．４．２生 牝３青鹿 母 パーフェクトワールド 母母 Possibly Perfect １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジュンノブルボン号は，平成２１年２月４日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 タマゴカケゴハン号（疾病〔右前球節炎〕のため）



００００４ １月４日 晴 良 （２１中山１）第１日 第４競走 １，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１１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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

１２ ツウカイヤスナム 牝４鹿 ５４ 木幡 初広木村 直樹氏 天間 昭一 三石 萩澤 泰博 B５００－ ８１：１１．７ １０．０�

８１６ ヒカリマーガレット 牝５栗 ５５ 内田 博幸當山 �則氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム B４７８＋ ２１：１２．２３ ３．３�
１１ ラ イ カ ー ト 牝５芦 ５５ 津村 明秀 �社台レースホース鈴木 伸尋 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６－ ２１：１２．７３ ２．３�
８１５ ネバーグレイス 牝４鹿 ５４ 和田 竜二岡田 隆寛氏 本郷 一彦 静内 岡田牧場 ４８０＋ ２１：１２．９１ １７７．４�
２４ ベルモントバジル 牝４鹿 ５４

５２ △丸田 恭介 �ベルモントファーム 嶋田 潤 新冠 ベルモント
ファーム ４３６－ ２１：１３．０� １１．１�

７１３ エレガントフラッグ 牝４黒鹿５４ 北村 宏司森口�一郎氏 坂本 勝美 千歳 社台ファーム ４４８＋ ４１：１３．１� ８．７	
４７ シルキーキュート 牝５黒鹿５５ 武士沢友治有限会社シルク保田 一隆 三石 タツヤファーム ４９０－ ６１：１３．２� ２６．５

４８ オースミビーナス 牝４鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人�オースミ 菅原 泰夫 門別 合資会社カ
ネツ牧場 ４６２＋１０ 〃 クビ ４５．０�

７１４ ム ー ン ボ ー 牝５鹿 ５５ 柴山 雄一金子真人ホール
ディングス� 高市 圭二 早来 ノーザンファーム ４２８＋ ８ 〃 ハナ １４８．０

３６ ア ヤ メ 牝５黒鹿５５ 江田 照男 �ローレルレーシング 矢野 照正 門別 白井牧場 ４９８± ０１：１３．３クビ １９９．６�
５９ パンコールデイズ 牝４鹿 ５４

５３ ☆三浦 皇成浅田 次郎氏 河野 通文 浦河 梅田牧場 ４６８＋ ２１：１３．６２ ４９．１�
６１１� ユ ウ フ ジ 牝４鹿 ５４ 後藤 浩輝小林 久義氏 二本柳俊一 静内 桜井牧場 ４６０－ １ 〃 ハナ ６４．０�
５１０ リップサービス 牝４鹿 ５４ 増沢由貴子藤本 直弘氏 鹿戸 雄一 浦河 荻伏牧場 ４４０＋１４ 〃 アタマ ３４．４�
６１２ リネンアカシア 牝５鹿 ５５ 田辺 裕信戸山 光男氏 南田美知雄 三石 嶋田牧場 ４７０＋１０１：１３．７� ５３．５�
３５ ジョウノオアシス 牝５鹿 ５５

５２ ▲宮崎 北斗小川 義勝氏 武藤 善則 門別 三城牧場 B４７２± ０１：１４．１２� １２４．４�
２３ ホットファッション 牝５鹿 ５５ 吉田 豊飯田 良枝氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 B４８０＋ ４１：１４．６３ ２５．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，２６１，７００円 複勝： ３４，１７０，８００円 枠連： ２９，８６３，２００円

普通馬連： １０５，６２２，７００円 馬単： ７８，９５２，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，０５７，１００円

３連複： １１４，２３０，７００円 ３連単： １８２，１９１，７００円 計： ６０２，３５０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０００円 複 勝 � ２２０円 � １３０円 � １２０円 枠 連（１－８） ３７０円

普通馬連 �� ２，３２０円 馬 単 �� ５，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７１０円 �� ４９０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� １，６２０円 ３ 連 単 ��� １６，３１０円

票 数

単勝票数 計 ２４２６１７ 的中 � １９１７７（４番人気）
複勝票数 計 ３４１７０８ 的中 � ２８７９５（４番人気）� ７４８３６（２番人気）� ９８７４７（１番人気）
枠連票数 計 ２９８６３２ 的中 （１－８） ６０８２４（１番人気）
普通馬連票数 計１０５６２２７ 的中 �� ３３７２９（９番人気）
馬単票数 計 ７８９５２１ 的中 �� １１５９４（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３０５７１ 的中 �� ９９４９（８番人気）�� １４９９５（４番人気）�� ５２１０７（１番人気）
３連複票数 計１１４２３０７ 的中 ��� ５２１５３（３番人気）
３連単票数 計１８２１９１７ 的中 ��� ８２４８（３６番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．６―１１．３―１２．２―１２．４―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．５―３３．８―４６．０―５８．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ツウカイヤスナム �
�
父 カリスタグローリ �

�
母父 ロイヤルアカデミーⅡ デビュー ２００８．４．２０ 福島１０着

２００５．５．５生 牝４鹿 母 エスケーロイヤル 母母 スイートスムースソウル ８戦２勝 賞金 １２，４００，０００円



００００５ １月４日 晴 良 （２１中山１）第１日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１２時１０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

１：３１．５
１：３１．５

良

良

５１０ ロードクリムゾン �３栗 ５６ 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 松山 将樹 平取 稲原 肇 ４３６－ ８１：３５．７ １２７．３�

１２ ヴィーヴァミラコロ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義芹澤 精一氏 田中 清隆 静内 カントリー牧場 ４８０＋ ２１：３５．９１� ３．９�
７１４ ファーストタッチ 牝３黒鹿５４ 横山 典弘 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４２４－１４１：３６．１１� ６７．７�
８１５ ワンダーベルグ 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人井上 修一氏 浅野洋一郎 日高 山際 辰夫 ４４０－ ２１：３６．３１� ４７．５�
３５ ドリームサンセール 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一セゾンレースホース� 畠山 吉宏 浦河 横山 浩司 ４８２＋ ８１：３６．４クビ ８１．１�
２４ メジロポピンズ 牝３栗 ５４ 吉田 豊メジロ商事� 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ４４４＋ ２ 〃 クビ ４８．３�
４７ マイネルエルドラド 牡３鹿 ５６ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 須崎牧場 ４８４－ ８１：３６．７１� １７．６	
６１１ マイネルフレンズ 牡３鹿 ５６ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 根本 康広 日高 中川 浩典 ４６８＋ ２１：３６．９１� ６１．９

６１２ トリプルスレット 牝３青 ５４ 後藤 浩輝 �社台レースホース池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４６２－ ２ 〃 クビ ３１．１�
８１６ コスモドロス 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム ４４４－ ２１：３７．２１� ２６．３
７１３ スマートカンパニー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸大川 徹氏 国枝 栄 新ひだか ダイイチ牧場 ４７４± ０１：３７．７３ ５５．１�
１１ ドリームガーデン 牝３鹿 ５４ 武士沢友治�宮内牧場 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 ４６４－ ４１：３８．１２� １１５．５�
４８ ペ ル セ ポ ネ 牝３黒鹿５４ 中舘 英二遠藤 喜松氏 高木 登 門別 エンドレス

ファーム ４１２＋ ４１：３８．８４ ２２８．６�
５９ ショーンバローズ 牡３栗 ５６ 藤田 伸二猪熊 広次氏 小笠 倫弘 新冠 川島牧場 ４８８＋ ２１：３９．３３ ６．４�
２３ ナビエストークス 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４５６± ０ （競走中止） ７．２�
３６ トップキングダム 牡３栗 ５６ 柴田 善臣�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４５６－ ６ （失格） ２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，２５３，８００円 複勝： ４３，６８３，７００円 枠連： ３３，１９３，７００円

普通馬連： １１９，４９４，４００円 馬単： ９５，９９０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，７２９，２００円

３連複： １３２，１５４，６００円 ３連単： ２３７，４０１，９００円 計： ７２８，９０２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １２，７３０円 複 勝 � ３，１８０円 � ２００円 � １，５６０円 枠 連（１－５） １，２６０円

普通馬連 �� ２９，７００円 馬 単 �� ７７，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７，４７０円 �� ４１，５６０円 �� ３，１８０円

３ 連 複 ��� ４０３，０２０円 ３ 連 単 ��� ３，３０５，７１０円

票 数

単勝票数 計 ２８２５３８ 的中 � １７４９（１５番人気）
複勝票数 計 ４３６８３７ 的中 � ３００１（１５番人気）� ７８８３８（２番人気）� ６２７９（１１番人気）
枠連票数 計 ３３１９３７ 的中 （１－５） １９４４７（５番人気）
普通馬連票数 計１１９４９４４ 的中 �� ２９７０（４７番人気）
馬単票数 計 ９５９９０７ 的中 �� ９１４（１０５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８７２９２ 的中 �� １２７４（４９番人気）�� ２２７（１１１番人気）�� ３０３５（２８番人気）
３連複票数 計１３２１５４６ 的中 ��� ２４２（３１４番人気）
３連単票数 計２３７４０１９ 的中 ��� ５３（１９４７番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１１．４―１１．６―１２．２―１２．５―１１．７―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．５―３４．９―４６．５―５８．７―１：１１．２―１：２２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．８―３F３６．６

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロードクリムゾン �
�
父 ニューイングランド �

�
母父 エアダブリン デビュー ２００８．７．２０ 新潟８着

２００６．４．２７生 �３栗 母 メイショウカルメン 母母 シャダイカグラ ３戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔競走中止〕 ナビエストークス号は，２コーナーで前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔失格〕 トップキングダム号は，１位〔タイム１分３５秒３，２位との着差２�馬身〕に入線したが，２コーナーで急に内側に斜行して

「ナビエストークス」号の走行を妨害したため失格。
〔制裁〕 トップキングダム号の騎手柴田善臣は，２コーナーで急に内側に斜行したことについて平成２１年１月１０日から平成２１年１月

１８日まで騎乗停止。
※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 アイティティアラ号・ナカヨキコト号



００００６ １月４日 晴 良 （２１中山１）第１日 第６競走 ２，２００�サラブレッド系３歳
発走１２時４０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
２：１０．１

良

良

７１３ ヤマニンバッスル 牡３鹿 ５６ 横山 典弘土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 ４８２± ０２：１６．４ ６．２�

４８ ヒカルマイステージ 牡３栗 ５６ 藤田 伸二高橋 光氏 勢司 和浩 登別 青藍牧場 ５０６＋ ２２：１６．５クビ ２．６�
６１２ ブラストタリスマン 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人村中 徳広氏 中川 公成 新冠 川上牧場 ４６４± ０ 〃 アタマ ５２．５�
１２ ゴールドアカデミー 牡３栗 ５６ 田中 勝春居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム ４９０＋ ６２：１６．７１� ３５．０�
５９ ティアップノブレス 牡３黒鹿５６ 内田 博幸田中 昇氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１２－ ２ 〃 アタマ ７．４�
２４ ダ ノ ニ ー 牝３青鹿 ５４

５１ ▲宮崎 北斗井上 一郎氏 武藤 善則 日高 いとう牧場 B４６４± ０２：１７．２３ １６．０�
１１ ワイルドトウショウ 牝３黒鹿５４ 武士沢友治トウショウ産業� 保田 一隆 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４７２＋ ６２：１７．４１� １０．１	
５１０ ド ン ヤ マ ト 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝大内 景子氏 鈴木 伸尋 日高 日西牧場 ４９４－ ２２：１７．５� ９１．７

４７ ドリームタフキーク 牡３栗 ５６

５４ △丸田 恭介セゾンレースホース� 宗像 義忠 新ひだか 斉藤 正男 ４３４＋ ４ 〃 ハナ １６７．１�
６１１ ワールドコンパス 牡３鹿 ５６

５５ ☆三浦 皇成齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４８４－ ６ 〃 クビ ５．２�
８１６ カムレーシング 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣吉田 和子氏 清水 英克 浦河 杵臼牧場 ４９０＋ ２２：１７．７１ １４．５
８１５ リ ボ ー ン 牝３栗 ５４ 嘉藤 貴行�橋 信博氏 高橋 義博 日高 マリオステー

ブル ４６８－ ６ 〃 クビ １６０．４�
２３ クレッシェンド 牝３黒鹿５４ 小野 次郎グリーンスウォード 天間 昭一 浦河 上山牧場 ４８８± ０２：１７．８クビ １１５．９�
３６ ドリームスナイパー 牡３鹿 ５６ 津村 明秀セゾンレースホース� 稲葉 隆一 三石 飯岡牧場 ４６４－ ８２：１８．３３ １４．４�
７１４ マイネミューズ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 保田 一隆 新冠 ビッグレッドファーム ４０２－ ４２：１８．５１� ２４７．９�
３５ ゴールデンキッド 牡３栗 ５６ 江田 照男�服部牧場 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 B４５０－ ６２：２０．０９ １４９．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，８０６，５００円 複勝： ３６，７９８，８００円 枠連： ２６，５００，８００円

普通馬連： １１４，７８０，５００円 馬単： ７５，１００，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，７３８，０００円

３連複： １１５，０２３，３００円 ３連単： １８１，６９２，８００円 計： ６０６，４４１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � ２４０円 � １３０円 � ９４０円 枠 連（４－７） １，０５０円

普通馬連 �� ９９０円 馬 単 �� ２，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� ３，８４０円 �� ２，２３０円

３ 連 複 ��� １３，８３０円 ３ 連 単 ��� ６７，６９０円

票 数

単勝票数 計 ２３８０６５ 的中 � ３０３３７（３番人気）
複勝票数 計 ３６７９８８ 的中 � ３７９２４（３番人気）� １０６８９１（１番人気）� ６９０８（１０番人気）
枠連票数 計 ２６５００８ 的中 （４－７） １８７８４（４番人気）
普通馬連票数 計１１４７８０５ 的中 �� ８５５８３（２番人気）
馬単票数 計 ７５１００９ 的中 �� ２３９１０（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２７３８０ 的中 �� １９８７６（２番人気）�� １９７７（３４番人気）�� ３４５５（２９番人気）
３連複票数 計１１５０２３３ 的中 ��� ６１３９（４８番人気）
３連単票数 計１８１６９２８ 的中 ��� １９８１（２０２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．６―２３．８―３６．２―４９．０―１：０１．９―１：１５．０―１：２８．１―１：４０．５―１：５２．２―２：０３．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．３―３F３５．９
１
３

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

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

ヤマニンバッスル �
�
父 トウカイテイオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１２．６ 中山８着

２００６．２．２３生 牡３鹿 母 ヤマニンドルチェ 母母 ヤマニンフエーム ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円



００００７ １月４日 晴 良 （２１中山１）第１日 第７競走 １，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時１０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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

７１２ ゲイルカフェ 牡４栗 ５６ 小島 太一西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４５０＋ ８１：５４．９ ３３．３�

３３ � トウカイプライム 牡４黒鹿 ５６
５３ ▲宮崎 北斗内村 正則氏 成島 英春 浦河 吉田 又治 ５５０＋１０ 〃 ハナ ６．１�

４５ アドマイヤワールド 牡５鹿 ５７ 田中 勝春近藤 利一氏 中尾 秀正 早来 ノーザンファーム ５２０－ ８１：５５．０� １２．２�
８１３ ドリームマイスター 牡４鹿 ５６ 松岡 正海セゾンレースホース� 畠山 吉宏 静内 藤川フアーム ５０４＋ ２ 〃 ハナ ５．４�
６１０ エイブルベガ 牡４鹿 ５６ 蛯名 正義中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 三石 山際牧場 ５２０± ０１：５５．２� ２．７�
３４ ステディーラブ 牡４芦 ５６ 大野 拓弥臼田 浩義氏 上原 博之 早来 ノーザンファーム ５６４＋ ８１：５５．４１� ２１．９�
６９ バーニングブライト 牡４青 ５６ 江田 照男 	キャロットファーム 菊川 正達 早来 ノーザンファーム ４３２± ０１：５５．７１� ４３．２

５８ ダイレクトパス 牡５青鹿５７ 内田 博幸渡邊 隆氏 尾形 充弘 新冠 村本牧場 ４５２＋ ４ 〃 クビ ３．４�
１１ シルクエンデバー 牡４黒鹿 ５６

５５ ☆田中 博康有限会社シルク上原 博之 門別 ヤナガワ牧場 ５０８－ ８１：５６．１２� ３３．２�
４６ フサイチエゴイスト 牡４鹿 ５６

５４ △丸田 恭介岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 門別 天羽牧場 ４９６－ ４１：５６．２� １３４．９
２２ � マダムビジュー 牝４鹿 ５４

５１ ▲黛 弘人	市川ファーム 天間 昭一 浦河 市川フアーム ４６４－ ４１：５６．７３ ２５０．５�
８１４ エンジェルクィーン 牝４栗 ５４

５１ ▲草野 太郎松井三千年氏 小林 常泰 門別 豊洋牧場 ４７０－ ６１：５７．４４ １９５．６�
７１１� アイティーバトル 牡４鹿 ５６ 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 平取 池田牧場 ４６２－ ４１：５９．２大差 １８５．７�
５７ � カシノベガスター 牡５鹿 ５７ 柴田 大知柏木 務氏 二本柳俊一 門別 前川ファーム ４９８＋ ６２：０５．４大差 ２０７．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２８，９５４，０００円 複勝： ３８，７０１，７００円 枠連： ２９，３３０，４００円

普通馬連： １２８，４４３，９００円 馬単： ９０，１７６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，１７９，２００円

３連複： １２４，５４５，２００円 ３連単： ２１８，７８４，７００円 計： ６９５，１１５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，３３０円 複 勝 � ６００円 � ２３０円 � ３３０円 枠 連（３－７） ４，０２０円

普通馬連 �� ６，５８０円 馬 単 �� １９，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０８０円 �� ３，１７０円 �� １，０４０円

３ 連 複 ��� ２３，０６０円 ３ 連 単 ��� ２１８，７９０円

票 数

単勝票数 計 ２８９５４０ 的中 � ６８６５（８番人気）
複勝票数 計 ３８７０１７ 的中 � １４８２８（７番人気）� ５２１５７（３番人気）� ３１３９７（５番人気）
枠連票数 計 ２９３３０４ 的中 （３－７） ５３８９（１４番人気）
普通馬連票数 計１２８４４３９ 的中 �� １４４１７（２２番人気）
馬単票数 計 ９０１７６３ 的中 �� ３３７１（５２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６１７９２ 的中 �� ４２４９（２５番人気）�� ２７５７（３１番人気）�� ８８６７（１１番人気）
３連複票数 計１２４５４５２ 的中 ��� ３９８７（６３番人気）
３連単票数 計２１８７８４７ 的中 ��� ７３８（４２９番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．９―１２．６―１３．２―１２．８―１２．５―１２．６―１２．６―１４．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．６―３７．２―５０．４―１：０３．２―１：１５．７―１：２８．３―１：４０．９

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ゲイルカフェ �
�
父 トワイニング �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．１１．３ 福島４着

２００５．５．３生 牡４栗 母 エアシビュラ 母母 アイシーゴーグル １６戦２勝 賞金 ２９，１８０，０００円
〔その他〕 カシノベガスター号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。



００００８ １月４日 晴 良 （２１中山１）第１日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時４０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

５９ インプルーヴ 牡４黒鹿５６ 石橋 脩武田 茂男氏 野中 賢二 浦河 杵臼斉藤牧場 ５３８＋ ８１：１０．６ １３．０�

３５ � アグネスカルミア 牝５黒鹿５５ 安藤 勝己渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Fred M. Allor B４８０＋ ６１：１１．４５ ８．５�
１１ フサイチコウキ 牡４鹿 ５６ 田中 勝春吉田 千津氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７８＋１２ 〃 ハナ ５．０�
３６ モンプティクール 牝６芦 ５５ 横山 典弘 �キャロットファーム 大江原 哲 早来 ノーザンファーム ４６４－１０１：１１．６１� ９．３�
５１０ フ リ ー モ ア 牡７栗 ５７ 津村 明秀堀越 毅一氏 相沢 郁 浦河 酒井 源市 ４７０＋１２ 〃 アタマ ５１．９�
８１６ アポロラムセス 牡４芦 ５６ 柴田 善臣アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 中村 和夫 ５０２＋ ４１：１１．７クビ ３．１�
７１４ トーセングラマー 牝５芦 ５５

５３ △丸田 恭介島川 	哉氏 宗像 義忠 様似 スイートフアーム ５０６＋ ２１：１２．０２ １４．７

２４ ローランバーク 牡５栗 ５７ 内田 博幸斉藤 敏博氏 水野 貴広 浦河 宮内牧場 ４８０＋ ４１：１２．２� ５．８�
４８ コアレスピューマ 牡５青鹿５７ 吉田 隼人小林 昌志氏 池上 昌弘 門別 �橋 耀代 B４５８＋２２１：１２．３� ６３．９�
２３ � メルボルンシチー 牡８鹿 ５７ 柴山 雄一 友駿ホースクラブ 嶋田 功 豪 Segenhoe

Stud ４８４＋１０１：１２．６１� １６５．５�
７１３ オ オ ヒ メ 牝５黒鹿５５ 柄崎 将寿武田 康氏 柄崎 孝 茨城 武田 豊文 ５３２＋ ２ 〃 クビ １２．１�
１２ ディスパーロ 牡６鹿 ５７ 小島 太一 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム B４９８＋ ２ 〃 ハナ ２４．２�
８１５ ブルーチェイサー 牝８黒鹿５５ 江田 照男篠木 俊二氏 菅原 泰夫 福島 篠木牧場 ４７８－ ２１：１２．９１� ３３８．８�
６１２ アンテリオール 牡８鹿 ５７ 鷹野 宏史柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４８６＋ ６１：１３．８５ ３６５．３�
４７ マグネティックマン 牡９青鹿５７ 西田雄一郎�ターフ・スポート保田 一隆 浦河 ミルファーム ４９０＋１６１：１３．９� ２２７．５�
６１１� ソ ロ タ ー ン 牡７鹿 ５７

５４ ▲黛 弘人吉田 和子氏 戸田 博文 豪 Mr DR
Fleming B４８６＋ ２１：１５．３９ ８２．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，１４３，３００円 複勝： ５５，９２６，５００円 枠連： ４６，９９９，８００円

普通馬連： １７１，２４１，８００円 馬単： １０５，６６１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，７３８，４００円

３連複： １６８，１６４，６００円 ３連単： ２８６，１０１，０００円 計： ９１３，９７７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３００円 複 勝 � ３９０円 � ３００円 � ２３０円 枠 連（３－５） ２，４６０円

普通馬連 �� ５，３５０円 馬 単 �� １１，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６００円 �� １，１７０円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� ９，４５０円 ３ 連 単 ��� ６７，２１０円

票 数

単勝票数 計 ３３１４３３ 的中 � ２０１１７（７番人気）
複勝票数 計 ５５９２６５ 的中 � ３４８６３（７番人気）� ４９９８４（５番人気）� ７０４２２（３番人気）
枠連票数 計 ４６９９９８ 的中 （３－５） １４１４３（１２番人気）
普通馬連票数 計１７１２４１８ 的中 �� ２３６３２（２３番人気）
馬単票数 計１０５６６１８ 的中 �� ６７２６（４８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６７３８４ 的中 �� ７０５１（２１番人気）�� ９８６５（１６番人気）�� １３６１０（１１番人気）
３連複票数 計１６８１６４６ 的中 ��� １３１４３（３５番人気）
３連単票数 計２８６１０１０ 的中 ��� ３１４２（２３２番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．４―１１．１―１１．９―１２．２―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．３―３３．４―４５．３―５７．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

インプルーヴ �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 ウォーニング デビュー ２００７．１２．１ 阪神１着

２００５．３．２４生 牡４黒鹿 母 プレジールダムール 母母 バ ジ ー ８戦３勝 賞金 ２７，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ソロターン号は，平成２１年２月４日まで平地競走に出走できない。



００００９ １月４日 晴 良 （２１中山１）第１日 第９競走 ��２，０００�
か ん ち く

寒 竹 賞
発走１４時１５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 ２６６，０００円 ７６，０００円 ３８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

１１ ベストメンバー 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９６＋ ４２：００．７ ３．４�

６６ ピースオブラック 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥泉 俊二氏 石毛 善彦 厚真 大川牧場 ４７６－ ６２：０１．０２ ９．７�
２２ メイショウパルマ 牡３黒鹿５６ 内田 博幸松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４９０－ ４２：０１．２１ ２．３�
７９ � タイフーンルビー 牡３栗 ５６ 吉田 豊吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Moon Lake

Stables ４６４－ ４ 〃 ハナ １２．７�
４４ ワールドカルティエ 牡３青 ５６ 横山 典弘市川 義美氏 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ５２０＋ ４２：０１．６２� ８．２�
６７ シングンレジェンド 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４４８± ０２：０１．８１� ２２．８�
８１１ チュニジアンブルー 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹�酒井牧場 尾形 充弘 浦河 酒井牧場 ５００± ０ 〃 ハナ ２７．３	
３３ � プ ル プ ル 牝３鹿 ５４ 北村 宏司栗本 博晴氏 高橋 義博 浦河 辻 牧場 ４０４－ ４２：０２．５４ １０６．９

７８ フォーレイカー 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 ４８８＋１２ 〃 ハナ ８．７�
５５ � ブラウンアゲイン 牡３鹿 ５６ 武士沢友治キャピタルクラブ 秋山 雅一 新冠 田鎖牧場 ４８２－ ６２：０３．１３� １７９．３�
８１０� リ ロ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 斎藤 誠 日高 門別 敏朗 ４８６－ ６２：０３．２� ６１．３

（１１頭）

売 得 金

単勝： ５６，６８６，３００円 複勝： ６４，６２５，０００円 枠連： ４７，４６５，５００円

普通馬連： ２１１，８９０，４００円 馬単： １５８，０２９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ５４，７５０，９００円

３連複： １８９，６３２，８００円 ３連単： ４９８，０３３，３００円 計： １，２８１，１１３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １２０円 � １９０円 � １２０円 枠 連（１－６） １，１００円

普通馬連 �� １，６１０円 馬 単 �� ２，７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� １８０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� １，０４０円 ３ 連 単 ��� ７，５５０円

票 数

単勝票数 計 ５６６８６３ 的中 � １３３３７６（２番人気）
複勝票数 計 ６４６２５０ 的中 � １６３６８０（２番人気）� ６１３７２（５番人気）� １７５５６４（１番人気）
枠連票数 計 ４７４６５５ 的中 （１－６） ３２０７６（５番人気）
普通馬連票数 計２１１８９０４ 的中 �� ９７４２０（７番人気）
馬単票数 計１５８０２９０ 的中 �� ４２１９２（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５４７５０９ 的中 �� ２７６５２（７番人気）�� ９２７５９（１番人気）�� ３１３４３（４番人気）
３連複票数 計１８９６３２８ 的中 ��� １３４９４４（３番人気）
３連単票数 計４９８０３３３ 的中 ��� ４８７３７（１６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１２．５―１１．５―１１．９―１１．５―１２．２―１２．５―１２．８―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．１―２２．８―３５．３―４６．８―５８．７―１：１０．２―１：２２．４―１：３４．９―１：４７．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベストメンバー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００８．９．２８ 阪神１着

２００６．４．１４生 牡３黒鹿 母 グレートキャティ 母母 ルーシームーン ３戦２勝 賞金 １９，６６６，０００円



０００１０ １月４日 晴 良 （２１中山１）第１日 第１０競走 ��１，２００�
は つ ひ で

初日の出ステークス
発走１４時５０分 （ダート・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 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

５８ ダイワディライト 牡５栗 ５７ 北村 宏司大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 門別 下河辺牧場 ５０８＋ ８１：１０．５ １．６�

２２ トウショウガナー 牡５鹿 ５７ 横山 典弘トウショウ産業� 奥平 雅士 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４９０－ ２１：１０．６クビ １２．２�

６９ サンエムパーム 牡６黒鹿５７ 和田 竜二村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ５３０± ０１：１０．７� １９．０�
８１３ ファイナルスコアー 牡４栗 ５６ 三浦 皇成 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４９２＋ ４１：１０．８クビ ７．８�
３３ ヒシオフェンス 牡４栗 ５６ 後藤 浩輝阿部雅一郎氏 国枝 栄 新冠 パカパカ

ファーム ５００＋ ２１：１０．９� １１．９�
４６ グレイトフルタイム 牡５鹿 ５７ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 追分 追分ファーム ５３８＋ ２ 〃 クビ ５１．６	
４５ � アントニオマグナム 牡８鹿 ５７ 小野 次郎吉田 安惠氏 加藤 征弘 米

Pinetree Farm
Thorough-
breds, Inc.

５１２± ０１：１１．０� ３７．３

５７ � マルターズマッシブ 牡６鹿 ５７ 武士沢友治藤田 在子氏 堀井 雅広 米 Harold

Queen ５００－ ２１：１１．２１ １０７．２�
７１１� ダイイチミラクル 	９芦 ５７ 西田雄一郎�ミルファーム 菊川 正達 三石 ダイイチ牧場 B４８６－ ２１：１１．４１
 １８６．８�
８１４ グリーンアラモード 牡６鹿 ５７ 吉田 隼人 �グリーンファーム 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ５６８＋ ４ 〃 アタマ １０２．３
１１ リボンノキシ 牝５青 ５５ 勝浦 正樹森岡 一郎氏 菊川 正達 早来 吉田牧場 ４６６＋ ２ 〃 クビ ８．２�
６１０ カシノエスケイプ 牝６栗 ５５ 松岡 正海柏木 務氏 梅内 忍 えりも えりもホースクラブ ５０４－１０１：１１．７１� ７４．０�
７１２ ザシークレット 牡４芦 ５６ 藤田 伸二 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ５６０＋３２１：１２．６５ ２１．６�
３４ オヤマハリケーン 	８栗 ５７ 柴田 善臣横尾 晴人氏 菊川 正達 静内 岡田スタツド ５００± ０１：１３．３４ ３０９．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ６２，１９４，１００円 複勝： ９０，３１０，１００円 枠連： ６１，２３８，７００円

普通馬連： ３２４，７７８，４００円 馬単： ２２７，４２９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ７５，４２０，６００円

３連複： ３０１，４０１，０００円 ３連単： ７３１，０８９，４００円 計： １，８７３，８６２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ２６０円 � ３１０円 枠 連（２－５） ９００円

普通馬連 �� ９４０円 馬 単 �� １，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� ６００円 �� １，７６０円

３ 連 複 ��� ３，９４０円 ３ 連 単 ��� １１，１６０円

票 数

単勝票数 計 ６２１９４１ 的中 � ３２５１４２（１番人気）
複勝票数 計 ９０３１０１ 的中 � ３４３９００（１番人気）� ６８９１６（５番人気）� ５３２６５（６番人気）
枠連票数 計 ６１２３８７ 的中 （２－５） ５０５４５（３番人気）
普通馬連票数 計３２４７７８４ 的中 �� ２５５８０９（４番人気）
馬単票数 計２２７４２９７ 的中 �� １４６５４４（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７５４２０６ 的中 �� ４８５３１（４番人気）�� ３１４８８（６番人気）�� ９７３０（２０番人気）
３連複票数 計３０１４０１０ 的中 ��� ５６４６９（１２番人気）
３連単票数 計７３１０８９４ 的中 ��� ４８３５３（２９番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．５―１１．０―１１．７―１１．９―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．４―３３．４―４５．１―５７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワディライト �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー ２００６．１１．２５ 東京２着

２００４．４．１１生 牡５栗 母 ロンドンブリッジ 母母 オールフオーロンドン ８戦５勝 賞金 ６９，８００，０００円



０００１１ １月４日 晴 良 （２１中山１）第１日 第１１競走 ��２，０００�第５８回日刊スポーツ賞中山金杯（ＧⅢ）
発走１５時２５分 （芝・右）

４歳以上，２０．１．５以降２０．１２．２８まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
日刊スポーツ新聞社賞（１着）

賞 品
本 賞 ４３，０００，０００円 １７，０００，０００円 １１，０００，０００円 ６，５００，０００円 ４，３００，０００円
付 加 賞 ６４４，０００円 １８４，０００円 ９２，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

１１ アドマイヤフジ 牡７黒鹿５８ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ５２８± ０１：５８．５ ８．３�

５１０ ヤマニンキングリー 牡４栗 ５６ 藤田 伸二土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ４７８－ ２ 〃 クビ ５．９�
６１２ ミヤビランベリ 牡６栗 ５５ 吉田 豊村上 義勝氏 加藤 敬二 静内 原 武久 ４９０－ ２１：５８．６� ３８．９�
２４ マイネルキッツ 牡６栗 ５６ 松岡 正海 �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 B４９４＋ ２１：５８．７� １８．２�
６１１ ネヴァブション 牡６黒鹿５７．５ 横山 典弘�ティーエイチ 伊藤 正徳 新冠 早田牧場新

冠支場 ４９２＋ ４ 〃 ハナ ７．２�
１２ オペラブラーボ 牡５鹿 ５６ 蛯名 正義草間 庸文氏 久保田貴士 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４４０＋ ４ 〃 アタマ ３．５�
３６ キングストレイル 牡７黒鹿５７．５ 田中 勝春 	サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ５０６＋１４１：５８．９� ８．９

２３ ダイワワイルドボア 牡４鹿 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５２８＋ ６１：５９．２２ ２０．４�
７１３ グラスボンバー 牡９黒鹿５７ 勝浦 正樹半沢	 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ４８８＋ ６１：５９．４１� ６３．８�
３５ キャッチータイトル 牝６栗 ５０ 田中 博康 	サンデーレーシング 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ４９４＋ ４１：５９．６１� ６０．８
５９ マイネカンナ 牝５栗 ５３ 三浦 皇成 �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 ４３８＋ ２ 〃 クビ ３９．４�
７１４ リキッドノーツ 牡８黒鹿５６ 後藤 浩輝臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 門別 下河辺牧場 ５２０＋ ２ 〃 ハナ ３６．４�
４７ セ ン カ ク 牡７栗 ５３ 江田 照男中村 政勝氏 池上 昌弘 青森 明成牧場 ４９４＋ ８１：５９．７� ６４．３�
８１５ アサカディフィート �１１黒鹿５８ 中舘 英二	協和牧場 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ５３２± ０１：５９．８クビ ５６．５�
４８ シャドウゲイト 牡７黒鹿５７．５ 内田 博幸飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４９２± ０ 〃 クビ ２８．２�
８１６ ダイシングロウ 牡５黒鹿５６ 安藤 勝己大八木信行氏 松田 博資 門別 滝本 健二 ５１２＋ ６２：００．２２� １３．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０１，３８３，２００円 複勝： ２３３，８６９，５００円 枠連： ４１４，３２１，２００円

普通馬連： １，７４１，６５９，５００円 馬単： ８６２，０１５，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３１７，０４８，９００円

３連複： １，６８０，９８０，３００円 ３連単： ３，６１１，０３６，６００円 計： ９，０６２，３１５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８３０円 複 勝 � ２９０円 � ２３０円 � ９９０円 枠 連（１－５） ６９０円

普通馬連 �� ２，８６０円 馬 単 �� ６，５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２４０円 �� ５，７５０円 �� ３，４７０円

３ 連 複 ��� ４１，９８０円 ３ 連 単 ��� ２３２，７６０円

票 数

単勝票数 計２０１３８３２ 的中 � ２０２４７２（４番人気）
複勝票数 計２３３８６９５ 的中 � ２２７３２２（４番人気）� ３３８５６６（２番人気）� ５４６４８（１１番人気）
枠連票数 計４１４３２１２ 的中 （１－５） ４７４６１４（１番人気）
普通馬連票数 計１７４１６５９５ 的中 �� ４８１２９４（９番人気）
馬単票数 計８６２０１５８ 的中 �� １０４５８９（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計３１７０４８９ 的中 �� ６９１４３（１１番人気）�� １４２２８（６４番人気）�� ２３７５４（４０番人気）
３連複票数 計１６８０９８０３ 的中 ��� ３１５５３（１２０番人気）
３連単票数 計３６１１０３６６ 的中 ��� １２２２５（６１８番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１３．０―１１．４―１２．１―１１．４―１１．６―１１．７―１１．５―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．２―３６．２―４７．６―５９．７―１：１１．１―１：２２．７―１：３４．４―１：４５．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤフジ �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 Be My Guest デビュー ２００４．７．１１ 阪神１着

２００２．３．１生 牡７黒鹿 母 アドマイヤラピス 母母 Elevate ２９戦６勝 賞金 ３７２，５３１，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 アグネストレジャー号・サンツェッペリン号・タイキヴァンベール号・フサイチアソート号・ブレーヴハート号



０００１２ １月４日 晴 良 （２１中山１）第１日 第１２競走 １，６００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時００分 （芝・右・外）

牝，１０００万円以下；負担重量は，４歳５４�５歳以上５５�
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

６９ コウヨウアイリーン 牝５黒鹿 ５５
５２ ▲宮崎 北斗寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 谷川牧場 ４９８＋１０１：３４．８ １５．６�

５６ ヤサシイキモチ 牝４鹿 ５４
５３ ☆三浦 皇成宮城 寛也氏 梅田 智之 新冠 田渕牧場 ４５２－ ６１：３５．１１� ４．１�

２２ シェリルピンク 牝４黒鹿５４ 田中 勝春 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ５１４－ ８１：３５．３１� ８．１�
６８ イチゴイチエ 牝５黒鹿５５ 内田 博幸�グランド牧場 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４６２＋１４１：３５．４� ４．４�
３３ ブルーミンバー 牝４鹿 ５４ 横山 典弘諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７４＋ ２ 〃 クビ ８．２�
４４ ジョウノガーベラ 牝５栗 ５５ 後藤 浩輝小川 義勝氏 加藤 征弘 門別 三城牧場 ４７０＋ ２１：３５．５� １７．１�
４５ スイートカルタゴ 牝４栗 ５４ 北村 宏司シンボリ牧場 石毛 善彦 門別 シンボリ牧場 ４７４＋ ６ 〃 クビ ４．１	
８１３ パープルカフェ 牝６鹿 ５５ 小島 太一西川 恭子氏 小島 太 静内 谷岡牧場 ５００－ ２１：３５．６クビ ３０．６

７１１ クイックセイコー 牝７黒鹿５５ 柴田 善臣竹國 弘氏 鈴木 康弘 早来 ノーザンファーム ４６４± ０ 〃 クビ １６．４�
７１０ ヤマニンパンテール 牝８黒鹿 ５５

５３ △丸田 恭介土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４３６＋１８１：３５．９２ ８２．０�
８１２� アリダーチャーム 牝５鹿 ５５ 小野 次郎栗本 博晴氏 星野 忍 門別 坂 牧場 ４５２＋ ６ 〃 クビ ８１．４
５７ � ライフブリーズ 牝６鹿 ５５ 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 �田 研二 静内 岡田スタツド ４４４－ ２１：３６．０クビ ４５．７�
１１ メイスンシンデレラ 牝５栗 ５５ 津村 明秀梅村 浩氏 岩戸 孝樹 門別 木村牧場 ４４４＋ ４１：３６．６３� ３０．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４３，９２１，７００円 複勝： ５９，２７１，１００円 枠連： ６４，６３５，４００円

普通馬連： ２７２，２４９，１００円 馬単： １６２，６４７，７００円 ワイド【拡大馬連】： ６２，４１３，５００円

３連複： ２５７，６９２，３００円 ３連単： ５７９，７４９，２００円 計： １，５０２，５８０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５６０円 複 勝 � ４００円 � １９０円 � ２７０円 枠 連（５－６） ７６０円

普通馬連 �� ３，４４０円 馬 単 �� ８，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１５０円 �� １，９００円 �� ８２０円

３ 連 複 ��� ９，７３０円 ３ 連 単 ��� ７３，３６０円

票 数

単勝票数 計 ４３９２１７ 的中 � ２２２８１（６番人気）
複勝票数 計 ５９２７１１ 的中 � ３３８１６（７番人気）� １０１９１０（２番人気）� ５７０２９（４番人気）
枠連票数 計 ６４６３５４ 的中 （５－６） ６３３６９（３番人気）
普通馬連票数 計２７２２４９１ 的中 �� ５８５５６（１６番人気）
馬単票数 計１６２６４７７ 的中 �� １３９４５（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６２４１３５ 的中 �� １３４５３（１３番人気）�� ７８７９（２３番人気）�� １９４０１（８番人気）
３連複票数 計２５７６９２３ 的中 ��� １９５６２（３３番人気）
３連単票数 計５７９７４９２ 的中 ��� ５８３３（２４４番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．４―１１．９―１２．５―１２．１―１１．７―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．４―３４．８―４６．７―５９．２―１：１１．３―１：２３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．６

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

勝馬の
紹 介

コウヨウアイリーン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Forty Niner デビュー ２００６．１１．４ 東京１着

２００４．２．２１生 牝５黒鹿 母 フォーティース 母母 Book Collector １５戦４勝 賞金 ３７，３００，０００円



（２１中山１）第１日 １月４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 １７６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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２５４，４６０，０００円
３，４１０，０００円
１３，１６０，０００円
１，７８０，０００円
２６，２２０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，１５０，０００円
４，８２２，０００円
１，７３２，５００円

勝馬投票券売得金
５６５，６０７，７００円
７７２，５５１，５００円
８２４，５３７，５００円
３，４４５，２３２，４００円
２，０７１，３１２，１００円
７７２，５１４，０００円
３，３５７，５７５，９００円
６，９９８，５８０，４００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 １８，８０７，９１１，５００円

総入場人員 ６３，４７４名 （有料入場人員 ６０，２１３名）




