
０００３７ １月１１日 晴 良 （２１中山１）第４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）

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

５８ レッドレイク 牝３栗 ５４ 吉田 豊ディアレスト 田村 康仁 日高 川端 正博 ４４６± ０１：１３．７ ３．５�

４７ スズノプロスター 牝３栗 ５４ 郷原 洋司阿部 雅子氏 郷原 洋行 日高 大沢育成牧場 ４５４＋ ８１：１３．８� ２６．１�
６１１ ク ロ ヒ メ 牝３芦 ５４ 藤田 伸二加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７８＋ ２１：１３．９� ２．９�
７１２ オメガドルチェ 牝３栗 ５４ 北村 宏司原 �子氏 坂本 勝美 新ひだか 岡田スタツド ４５４－ ６１：１４．１� ３２．２�
２２ クリアソウル 牝３栗 ５４

５３ ☆三浦 皇成有限会社シルク斎藤 誠 静内 千代田牧場 ４４４＋１２１：１４．３１� ５．７�
８１５ アラマサスクワート 牝３鹿 ５４ 池添 謙一�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４５８＋ ４１：１４．４� ２５．３�
５９ ハートアイビー 牝３鹿 ５４ 内田 博幸ディアレスト 池上 昌弘 浦河 有限会社

松田牧場 ４７０＋ ２１：１４．６� ７．１	
２３ ヒノデドリーム 牝３鹿 ５４ 村田 一誠久野 正弘氏 石栗 龍彦 新ひだか 塚尾牧場 ４３８＋１８１：１４．７� ４５２．５

６１０ カリスマテーラー 牝３栗 ５４ 江田 照男中西 浩一氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド ４６４－ ４ 〃 アタマ ８０．６�
３５ ニシノロイポス 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一西山 茂行氏 清水 英克 むかわ 西山牧場 ４５０＋ ２１：１５．０２ １２．６�
３４ ペイントカフェ 牝３黒鹿５４ 小島 太一西川 恭子氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４７０± ０１：１５．３１� １６．４
１１ フレアトウショウ 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹トウショウ産業� 杉浦 宏昭 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４７０＋ ４ 〃 クビ ６７．４�
４６ コスモアムール 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 谷原 義明 新冠 ビッグレッドファーム ４４６－ ４１：１５．４クビ ２９０．２�
８１４ コアレスソアラ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一小林 昌志氏 星野 忍 三石 沖田 博志 ４８０＋１０ 〃 クビ ４１．０�
７１３ ムーンパラダイス 牝３鹿 ５４ 木幡 初広森川 満氏 宗像 義忠 新冠 村上 欽哉 ４４２－１０１：２７．０大差 ２５６．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，９３７，９００円 複勝： ３３，６０６，８００円 枠連： ２０，９９９，７００円

普通馬連： ７５，７５２，４００円 馬単： ５２，４４８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，４２７，７００円

３連複： ８４，９９６，４００円 ３連単： １１９，５６６，０００円 計： ４２８，７３５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １２０円 � ４８０円 � １４０円 枠 連（４－５） ３，８６０円

普通馬連 �� ４，８２０円 馬 単 �� ７，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１１０円 �� ２２０円 �� １，５３０円

３ 連 複 ��� ４，８１０円 ３ 連 単 ��� ３９，４２０円

票 数

単勝票数 計 １６９３７９ 的中 � ３８３６８（２番人気）
複勝票数 計 ３３６０６８ 的中 � ９４９９８（１番人気）� １１０２６（７番人気）� ７４５１６（２番人気）
枠連票数 計 ２０９９９７ 的中 （４－５） ４０２２（１３番人気）
普通馬連票数 計 ７５７５２４ 的中 �� １１６１１（１９番人気）
馬単票数 計 ５２４４８４ 的中 �� ５０９８（３０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４４２７７ 的中 �� ４８３４（１３番人気）�� ３４１３１（１番人気）�� ３４２６（２１番人気）
３連複票数 計 ８４９９６４ 的中 ��� １３０６５（１４番人気）
３連単票数 計１１９５６６０ 的中 ��� ２２３９（１２１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．４―１２．５―１２．９―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．０―３４．４―４６．９―５９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドレイク �
�
父 トウカイテイオー �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００８．１０．２５ 東京１１着

２００６．３．１７生 牝３栗 母 トーヨーマシュウコ 母母 クレヴアーダンサー ４戦１勝 賞金 ９，０００，０００円
〔発走状況〕 ムーンパラダイス号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ムーンパラダイス号は，平成２１年１月１２日から平成２１年２月１日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ムーンパラダイス号は，平成２１年２月１１日まで平地競走に出走できない。



０００３８ １月１１日 晴 良 （２１中山１）第４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

５８ フォージドスチール 牡３黒鹿５６ 高山 太郎�三登 佐藤 全弘 浦河 宮内牧場 ５１０＋１２１：５６．９ ２２．４�

８１４ ヒカルプリンス 牡３鹿 ５６ 横山 典弘�橋 京子氏 栗田 博憲 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６６＋ ２１：５７．０� ５．５�

３４ ユウユウラビット 牡３栗 ５６ 吉田 隼人喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 B５２８－ ４１：５８．０６ ２９．４�
７１２ サウザンドライツ 牡３栗 ５６

５５ ☆三浦 皇成臼田 浩義氏 上原 博之 日高 日高大洋牧場 ５２８＋ ４１：５８．２１� １１．１�
４７ マイネルジーニアス 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 浦河 中神牧場 ４８４＋ ２１：５８．４１� １０．３�
４６ キタサンラリー 牡３栗 ５６

５３ ▲千葉 直人�大野商事 成島 英春 新ひだか 久米 和夫 ４７２＋ ４１：５８．６１� １６．１	
３５ マハロヌイロア 牡３栗 ５６ 吉田 豊�ターフ・スポート岩戸 孝樹 浦河 中島牧場 ４７２＋ ６１：５８．７クビ ３６．７

７１３ シルクアンシエル 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二有限会社シルク田村 康仁 日高 滝本 健二 ４９６± ０１：５８．９１� １．５�
６１０ ジョーベルスター 牡３栗 ５６ 小野 次郎上田けい子氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド ５１６－ ２１：５９．１１ １９０．６�
８１５ ノボレインボー 牝３芦 ５４ 福永 祐一�LS.M 天間 昭一 日高 高橋牧場 ４８０± ０１：５９．８４ ２８．０
１１ ミスハナウメノサト 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真田上 雅春氏 矢野 照正 静内 岡田スタツド ４８２－ ２２：００．６５ ４０２．６�
２２ ジャンジャン 牡３鹿 ５６ 田面木博公�富川牧場 高松 邦男 日高 富川牧場 ４８４＋ ８ 〃 アタマ ２２９．８�
５９ ユウターセンプー 牡３鹿 ５６ 木幡 初広上山 利広氏 嶋田 功 新冠 中本牧場 ４８０－ ４２：００．９２ ３４５．８�
２３ テイエムアーバン 牡３黒鹿５６ 武士沢友治竹園 正繼氏 加藤 和宏 門別 テイエム牧場門別分場 ４４０＋１２２：０１．９６ ３８２．５�

（１４頭）
６１１ セイカプレスト 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２１，４５４，５００円 複勝： ５０，６６５，１００円 枠連： ２１，０５８，８００円

普通馬連： ６３，９０６，０００円 馬単： ５３，２０９，０００円 ワイド【拡大馬連】： １９，７１１，８００円

３連複： ６５，７７３，１００円 ３連単： １１０，４０１，３００円 計： ４０６，１７９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２４０円 複 勝 � １，３４０円 � ３８０円 � １，５３０円 枠 連（５－８） ５，７１０円

普通馬連 �� ６，９７０円 馬 単 �� １６，５５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６５０円 �� ５，４３０円 �� １，８５０円

３ 連 複 ��� ３６，７８０円 ３ 連 単 ��� ２８０，９６０円

票 数

単勝票数 計 ２１４５４５ 的中 � ７５７２（６番人気）
複勝票数 計 ５０６６５１ 的中 � ９４６７（７番人気）� ３９２７２（２番人気）� ８１９０（８番人気）
枠連票数 計 ２１０５８８ 的中 （５－８） ２７２４（１０番人気）
普通馬連票数 計 ６３９０６０ 的中 �� ６７７６（１７番人気）
馬単票数 計 ５３２０９０ 的中 �� ２３７３（３６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９７１１８ 的中 �� ２９８６（１６番人気）�� ８７６（３６番人気）�� ２６４９（１９番人気）
３連複票数 計 ６５７７３１ 的中 ��� １３２０（６７番人気）
３連単票数 計１１０４０１３ 的中 ��� ２９０（４３１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．６―３８．０―５１．８―１：０４．７―１：１７．７―１：３０．６―１：４３．４

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬

勝馬の
紹 介

フォージドスチール �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー ２００８．７．６ 福島１４着

２００６．２．１３生 牡３黒鹿 母 ビツキーロイヤル 母母 ニホンピロビツキー ８戦１勝 賞金 ９，３００，０００円
〔出走取消〕 セイカプレスト号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
※出走取消馬 スペースシャトル号（疾病〔右肩跛行〕のため）



０００３９ １月１１日 晴 良 （２１中山１）第４日 第３競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１０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

４７ ハッピーシャトル 牝３栗 ５４ 北村 宏司�渡辺牧場 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 ４８２＋２６１：１３．５ １６．２�

２４ � ピークヴェロシティ 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �ノースヒルズマネ
ジメント 和田 正道 米 MALEC Thor-

oughbreds, Inc. ５１４－ ４１：１３．６� １．４�
３６ ユウキハングリー 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司ちきり組合 郷原 洋行 静内 前谷 武志 B５３０＋１４１：１４．５５ １６．９�
７１４ ウッディームーン 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝藤田 在子氏 萱野 浩二 日高 天羽 禮治 ４５４－ ８１：１４．９２� ９５．２�
５１０ オンワードラート 牡３鹿 ５６ 高山 太郎�オンワード牧場 本郷 一彦 浦河 オンワード牧場 ５２６－ ２ 〃 アタマ ３０６．４�
６１１ ユ メ ミ ツ キ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一吉田 和子氏 天間 昭一 浦河 鎌田 正嗣 ３９８－ ２１：１５．０� ４２４．３	
１２ ミッドナイトダンス 牝３栗 ５４ 横山 典弘増田 雄一氏 小西 一男 静内 タイヘイ牧場 ４５２± ０１：１５．１クビ ６．８

８１６ マルサンファクタ 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義松井三千年氏 谷原 義明 豊浦 飯原牧場 ４４８－ ６１：１５．２� １６．８�
２３ アイファーラスカル 牡３鹿 ５６ 小野 次郎中島 稔氏 星野 忍 新ひだか 富岡 廣光 ４８２－ ６ 〃 ハナ １５．３�
４８ デライトシチー 牡３鹿 ５６ 村田 一誠 �友駿ホースクラブ 松永 康利 日高 富川田中牧場 ５１４＋ ２１：１５．３� ４３．０
８１５ ガ ネ ー シ ャ 牝３栗 ５４

５１ ▲伊藤 工真石川 博氏 高橋 祥泰 静内 千代田牧場 ４３０＋ ２１：１５．５� ８９．４�
１１ � エーシンレベルハイ 牝３芦 ５４ 柴山 雄一平井 宏承氏 畠山 吉宏 米 Winches-

ter Farm ４７２± ０１：１５．７１	 ２０．４�
３５ カシノノーマーシー 牡３鹿 ５６

５３ ▲池崎 祐介柏木 務氏 二本柳俊一 日高 藤本 誠二 ４３６＋１６ 〃 アタマ ４５２．１�
７１３ ミ ス ミ ヤ ギ 牝３栗 ５４ 木幡 初広菅原 光博氏 大和田 稔 新ひだか 白井 吉美 ４５２－ ２ 〃 ハナ ２７８．２�
６１２ トップワンダー 牡３栗 ５６ 南田 雅昭伊東 純一氏 南田美知雄 静内 酒井 亨 ４２８＋ ４ 〃 ハナ ３１２．１�
５９ トワインブルーム 牝３鹿 ５４ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 新冠 有限会社

大原ファーム ４６２± ０ （競走中止） ６７．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，９９５，１００円 複勝： ５３，７９１，２００円 枠連： ２３，４９５，８００円

普通馬連： ７１，５５６，８００円 馬単： ７０，９５４，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，６０７，１００円

３連複： ７４，２１７，３００円 ３連単： １４２，２２９，２００円 計： ４８７，８４７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６２０円 複 勝 � ２７０円 � １１０円 � ３７０円 枠 連（２－４） ５８０円

普通馬連 �� ７００円 馬 単 �� ２，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� １，７００円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ２，２４０円 ３ 連 単 ��� ２３，９９０円

票 数

単勝票数 計 ２７９９５１ 的中 � １３６６５（４番人気）
複勝票数 計 ５３７９１２ 的中 � ２１９７１（４番人気）� ３６７５９１（１番人気）� １４４０８（６番人気）
枠連票数 計 ２３４９５８ 的中 （２－４） ３０１０８（２番人気）
普通馬連票数 計 ７１５５６８ 的中 �� ７５４８９（２番人気）
馬単票数 計 ７０９５４８ 的中 �� １７６２１（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３６０７１ 的中 �� １９２８５（３番人気）�� ３０３０（１９番人気）�� １４１７８（４番人気）
３連複票数 計 ７４２１７３ 的中 ��� ２４４５４（６番人気）
３連単票数 計１４２２２９２ 的中 ��� ４３７７（７９番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．８―１１．６―１２．１―１２．９―１４．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．８―３４．４―４６．５―５９．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハッピーシャトル �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００８．７．２６ 新潟５着

２００６．５．２生 牝３栗 母 グレートイーリス 母母 Touch of Love ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走中止〕 トワインブルーム号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため４コーナーで競走中止。



０００４０ １月１１日 晴 良 （２１中山１）第４日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１１時２０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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

８１５ トーセンムルソー 牡３鹿 ５６ 横山 典弘島川 �哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ５１８ ―１：１３．３ ２．０�

８１６ コスモアスリート 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新冠 尾崎 常雄 ４８６ ―１：１３．６１� ３５．７�
７１４ トウショウターボ 牡３栗 ５６ 武士沢友治トウショウ産業� 斎藤 宏 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４７６ ―１：１４．３４ ７０．１�
１１ シンクロナイザー 牡３黒鹿５６ 江田 照男グリーンスウォード 中川 公成 浦河 西田 雄二 ４７２ ―１：１４．４� ３１．０�
３５ ショウナンダンク 牡３芦 ５６ 藤田 伸二�湘南 古賀 史生 静内 神垣 道弘 ４８６ ―１：１４．８２� ３．１	
３６ オ レ リ ュ ウ �３栗 ５６ 吉田 隼人小池 宗人氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４１０ ―１：１５．１２ １１．６

６１２ デルマアヌビス 牡３鹿 ５６ 高橋 智大浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム ４３６ ―１：１５．２� ２２２．１�
２４ エアフォースワン 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆三浦 皇成岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 増本 良孝 ４６８ ―１：１５．７３ １３．３�
６１１ スーパーラン 牡３黒鹿５６ 小野 次郎 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 浦河 近藤牧場 ４０２ ―１：１６．３３� ２２５．７
４７ ル ラ パ ン 牡３青鹿５６ 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 有限会社石川牧場 ４６４ ―１：１６．４クビ １６．７�
１２ エイチエヌラスカ �３黒鹿 ５６

５３ ▲千葉 直人鳴田 啓志氏 石栗 龍彦 浦河 モトスファーム ４４４ ―１：１６．５� ３６６．３�
５９ ミスティックセドナ �３鹿 ５６ 菊沢 隆徳泉 俊二氏 伊藤 圭三 厚真 大川牧場 ４７２ ―１：１６．８１� ２５．２�
７１３ デ ュ ナ メ ス 牡３青鹿５６ 福永 祐一清進電設� 戸田 博文 日高 細川牧場 ４４０ ―１：１７．８６ １５．７�
４８ ダイヤモンドレーン 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝泉 俊二氏 柴田 政人 厚真 大川牧場 ４４８ ― 〃 ハナ ９２．１�
２３ フレイムアップ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司小田切有一氏 粕谷 昌央 池田 新田牧場 ４７６ ―１：２１．２大差 ７９．４�

（１５頭）
５１０ ケイジートレジャー 牡３黒鹿５６ 村田 一誠鹿倉 勝	氏 中川 公成 浦河 福岡 広行 ― ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２１，１９３，２００円 複勝： ２３，１４３，５００円 枠連： ２６，１３５，９００円

普通馬連： ６７，１４１，０００円 馬単： ５５，７４３，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，６８５，６００円

３連複： ６８，２２０，５００円 ３連単： １１２，４３２，９００円 計： ３９４，６９５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １３０円 � ５６０円 � １，４６０円 枠 連（８－８） ２，３００円

普通馬連 �� ２，１１０円 馬 単 �� ２，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８８０円 �� ２，４４０円 �� １１，０４０円

３ 連 複 ��� ２７，２８０円 ３ 連 単 ��� １０２，０７０円

票 数

単勝票数 計 ２１１９３２ 的中 � ８４３２１（１番人気）
複勝票数 計 ２３１４３５ 的中 � ７７４０９（１番人気）� ８１３９（９番人気）� ２８３０（１１番人気）
枠連票数 計 ２６１３５９ 的中 （８－８） ８３８９（９番人気）
普通馬連票数 計 ６７１４１０ 的中 �� ２３５５４（７番人気）
馬単票数 計 ５５７４３０ 的中 �� １５８４２（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０６８５６ 的中 �� ６０６２（１０番人気）�� ２０６２（２２番人気）�� ４４５（５９番人気）
３連複票数 計 ６８２２０５ 的中 ��� １８４６（６５番人気）
３連単票数 計１１２４３２９ 的中 ��� ８１３（２６９番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．５―１１．７―１２．６―１２．６―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．０―３４．７―４７．３―５９．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンムルソー �
�
父 Tiznow �

�
母父 Combat Ready 初出走

２００６．３．２６生 牡３鹿 母 レスリーズラブ 母母 Your Love １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔出走取消〕 ケイジートレジャー号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フレイムアップ号は，平成２１年２月１１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。
（非当選馬） ３頭 トウカイトルネード号・トーセンストロング号・トーセンディケム号



０００４１ １月１１日 晴 良 （２１中山１）第４日 第５競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時１０分 （芝・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

１：５８．５
１：５６．４

良

良

６１１ ラークキャロル 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 菊川 正達 早来 ノーザンファーム ４０６± ０２：０６．１ ７．２�

３５ ロードカイザー 牡３鹿 ５６
５５ ☆三浦 皇成 �ロードホースクラブ 河野 通文 新冠 イワミ牧場 ４６２＋ ２２：０６．３１� ３．５�

１１ レッドシャドウ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春 �東京ホースレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４６６± ０２：０６．４� ２．０�
４８ ネオディメンション 牡３青鹿５６ 内田 博幸 �キャロットファーム 坂本 勝美 早来 ノーザンファーム ４１６－ ８２：０６．５� １２．４�
５１０ ブロスオブアボーイ 牡３鹿 ５６ 江田 照男北所 直人氏 高木 登 静内 増本牧場 B４７２＋ ８２：０６．８２ ４１２．１�
６１２ マイネルラスター 牡３栗 ５６ 池添 謙一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 門別 佐々木 直孝 ４５８＋ ４２：０６．９クビ＋クビ ４５．１	
８１６ イガノハイレディー 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次五十嵐政則氏 水野 貴広 新ひだか 谷山 和喜 ３８６－ ６ 〃 クビ ４５３．２

７１４ ヘ ロ ン 牡３栗 ５６ 吉田 隼人重松 國建氏 鹿戸 雄一 新冠 対馬 正 ４５０－ ６２：０７．０� １９．４�
１２ アイズオブゾロ 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４± ０２：０７．１クビ １７．６�
４７ ナカヨキコト 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真江川 伸夫氏 小桧山 悟 様似 清水スタッド ４１２＋ ４２：０７．３１� １５９．９
３６ ホワイトライクミー 牡３芦 ５６ 大庭 和弥山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 門別 下河辺牧場 B４６６－ ２２：０７．５１� ２７．９�
５９ トーセンライアン 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一島川 �哉氏 斎藤 宏 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６８＋ ２２：０７．７１� ６０．３�
８１５ ワ ン メ イ ク 牝３黒鹿５４ 武士沢友治岩崎 銀一氏 中島 敏文 浦河 大柳ファーム ４３８± ０２：０８．４４ ４７８．５�
７１３ スターノーブルマン 牡３鹿 ５６ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 松田 三千雄 ５００＋ ６ 〃 ハナ １５３．１�
２４ エターナルレイズ 牝３青鹿５４ 吉田 豊臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４７６－ ６ （降着） ４７．２�
２３ リスクテーカー 牡３栗 ５６ 横山 典弘池谷 誠一氏 粕谷 昌央 三石 原口牧場 ４７２－ ２ （競走中止） ５１．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，２９２，４００円 複勝： ３９，２９５，６００円 枠連： ２８，２８１，５００円

普通馬連： ９５，３２０，９００円 馬単： ７６，０７１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，９５３，６００円

３連複： １０２，８６９，０００円 ３連単： １７７，３５６，７００円 計： ５８０，４４０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � １６０円 � １２０円 � １１０円 枠 連（３－６） １，２３０円

普通馬連 �� １，７５０円 馬 単 �� ４，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� ２２０円 �� １７０円

３ 連 複 ��� ６８０円 ３ 連 単 ��� ８，９３０円

票 数

単勝票数 計 ２８２９２４ 的中 � ３０９７１（３番人気）
複勝票数 計 ３９２９５６ 的中 � ４５０１９（３番人気）� ７９８５８（２番人気）� １４６２９１（１番人気）
枠連票数 計 ２８２８１５ 的中 （３－６） １７０１６（６番人気）
普通馬連票数 計 ９５３２０９ 的中 �� ４０４２０（７番人気）
馬単票数 計 ７６０７１０ 的中 �� １３５６０（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２９５３６ 的中 �� １３７８２（５番人気）�� ３７８８９（２番人気）�� ６１１５７（１番人気）
３連複票数 計１０２８６９０ 的中 ��� １１３１６１（１番人気）
３連単票数 計１７７３５６７ 的中 ��� １４６５８（１９番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１３．２―１２．８―１３．７―１３．０―１３．４―１２．８―１１．４―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．４―３６．６―４９．４―１：０３．１―１：１６．１―１：２９．５―１：４２．３―１：５３．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３６．６
１
３

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

勝馬の
紹 介

ラークキャロル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．１１．１６ 東京２着

２００６．３．３生 牝３鹿 母 タバスコキャロル 母母 ペッパーキャロル ３戦１勝 賞金 ８，５５０，０００円
〔競走中止〕 リスクテーカー号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため２コーナーで競走中止。
〔降着〕 エターナルレイズ号は，６位〔タイム２分０６秒８，着差クビ〕に入線したが，発走後まもなく急に内側に斜行して「リスクテーカー」号

の走行を妨害したため１５着に降着。
〔制裁〕 エターナルレイズ号の騎手吉田豊は，発走後まもなく急に内側に斜行したことについて平成２１年１月１７日の騎乗を停止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 エターナルレイズ号は，発走後まもなく急に内側に逃避したことについて平成２１年１月１２日から

平成２１年２月１日まで出走停止。停止期間の満了後に平地調教再審査。
※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 タイキカレラ号



０００４２ １月１１日 晴 良 （２１中山１）第４日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時４０分 （芝・右・外）

５００万円以下；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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

１２ � アラマサローズ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４１６＋ ８１：０９．６ １５．４�

３６ ミスクリアモン 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４６２＋ ６１：０９．７� ９．８�
７１４ クーデグレイス 牝３黒鹿５４ 藤田 伸二吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４６８＋ ４１：０９．９１� ５．２�
２４ コスモクラッベ 牝３鹿 ５４

５３ ☆三浦 皇成 �ビッグレッドファーム �田 研二 新冠 ビッグレッドファーム ４６４＋ ２１：１０．０� ２１．５�
３５ ケイアイマッシブ 牡３栗 ５６ 福永 祐一 �啓愛義肢材料販売所 南田美知雄 新ひだか 前川 隆則 ５０２＋ ８１：１０．１	 ２５．０	
５１０ ドリームヘリテージ 牡３栗 ５６ 柴山 雄一セゾンレースホース� 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム ４６４± ０１：１０．２クビ ３６．１

６１２� モルフェドット 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真並河賢一郎氏 大江原 哲 平取 高橋 幸男 ４７６＋ ４１：１０．３	 １４７．６�
２３ コスモブリーズ 牝３栗 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 阿部 新生 三石 飯岡牧場 ４２６＋ ４ 〃 クビ ９７．７�
８１５ オッキオディガット 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �キャロットファーム 国枝 栄 浦河 有限会社

松田牧場 ４５６± ０１：１０．４クビ ７．４
７１３ コリコパット 牡３鹿 ５６ 横山 典弘吉田 照哉氏 武藤 善則 浦河 社台ファーム ４４０－ ２ 〃 クビ ２．０�
４８ ストロングポイント 牡３芦 ５６ 北村 宏司畑佐 博氏 坂本 勝美 浦河 富田牧場 ４６４＋ ６１：１０．６１� ２０．６�
１１ ドリームブランチ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸セゾンレースホース� 斎藤 誠 門別 サンバマウン

テンファーム ４４８－ ２１：１０．７	 １６．０�
４７ � エフテーダージー 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝深野 茂雄氏 河野 通文 平取 黒川 賢司 ４７２＋１２１：１１．２３ ２４３．２�
５９ � リュウノシルバー 牝３芦 ５４ 江田 照男菊地 捷士氏 �田 研二 新ひだか 前田牧場 ４１２－１２１：１１．３	 ４６２．０�
６１１� カ ツ ゾ ー 牡３栗 ５６ 小野 次郎石瀬 浩三氏 沢 峰次 新冠 田鎖牧場 B４５０＋ ４１：１１．４	 １９６．９�
８１６ ミラグロレディ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊阿部雅一郎氏 坂本 勝美 浦河 中村 雅明 B４５２± ０１：１１．６１� ７３．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，６８１，２００円 複勝： ３６，７８０，２００円 枠連： ２９，８８３，２００円

普通馬連： ９０，１１３，２００円 馬単： ６４，７５７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，２９９，３００円

３連複： ９１，１９３，９００円 ３連単： １５３，３８７，９００円 計： ５１９，０９６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５４０円 複 勝 � ３３０円 � ２３０円 � １９０円 枠 連（１－３） １，９９０円

普通馬連 �� ３，１１０円 馬 単 �� ７，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７８０円 �� １，２７０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� ５，５２０円 ３ 連 単 ��� ４０，４２０円

票 数

単勝票数 計 ２４６８１２ 的中 � １２７０８（５番人気）
複勝票数 計 ３６７８０２ 的中 � ２６５０２（５番人気）� ４１９０７（３番人気）� ５８５３３（２番人気）
枠連票数 計 ２９８８３２ 的中 （１－３） １１１０８（７番人気）
普通馬連票数 計 ９０１１３２ 的中 �� ２１４４１（１１番人気）
馬単票数 計 ６４７５７８ 的中 �� ６０９６（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８２９９３ 的中 �� ９０４２（８番人気）�� ５３１２（１３番人気）�� １１０１８（５番人気）
３連複票数 計 ９１１９３９ 的中 ��� １２１９４（１６番人気）
３連単票数 計１５３３８７９ 的中 ��� ２８０１（１１８番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．５―１１．１―１１．５―１１．８―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．８―３３．９―４５．４―５７．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．８―３F３５．７
３ ・（１，１３）（４，６）１４（３，７，１５）８，５（２，１１）１２，１６，１０－９ ４ ・（１，１３）６（４，１４）（３，７，１５）（２，５，８）１１－１２（１０，１６）－９

勝馬の
紹 介

�アラマサローズ �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 サンデーサイレンス

２００６．５．９生 牝３鹿 母 サイレンスマンボウ 母母 アサカマンボウ ５戦１勝 賞金 １５，８３１，０００円
地方デビュー ２００８．５．２８ 旭川

※クーデグレイス号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０００４３ １月１１日 晴 良 （２１中山１）第４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

３３ ウインペイシェント �４鹿 ５６ 北村 宏司�ウイン 後藤 由之 浦河 杵臼牧場 ４８６－ ２１：５５．６ ４．４�

６６ フランドルシチー 牡４鹿 ５６ 後藤 浩輝 �友駿ホースクラブ 奥平 雅士 門別 幾千世牧場 ５３８－ ２１：５５．８１� ２．３�
８１０ サクラリーバポート 牡４鹿 ５６ 内田 博幸�さくらコマース勢司 和浩 静内 伊藤 敏明 ４５０－ ２１：５５．９� ４．２�
８９ シンボリローレンス 牡４黒鹿５６ 木幡 初広シンボリ牧場 宗像 義忠 門別 シンボリ牧場 ４７８＋ ６１：５６．１１ ８．４�
１１ � キッズポケット 牡４栗 ５６ 田中 勝春瀬谷 �雄氏 牧 光二 早来 ノーザンファーム ５１２－ ６１：５６．８４ ３５．７�
４４ ステルスソニック 牡４黒鹿５６ 蛯名 正義細谷 典幸氏 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２＋１０１：５７．３３ ７．９	
７７ アイディリック 牡４鹿 ５６ 吉田 隼人加藤 徹氏 清水 利章 静内 キヨミネ牧場 ４６０＋ ８ 〃 クビ １９．８

２２ オンワードイーガー 牡４鹿 ５６

５３ ▲千葉 直人�オンワード牧場 菅原 泰夫 浦河 オンワード牧場 B５０２＋ ２１：５７．５１� ５１．３�
５５ � シルクストラーダ 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲伊藤 工真有限会社シルク大和田 稔 新冠 堤 牧場 ５２６＋ ８１：５７．９２� ２２３．４�
７８ スガノキング 牡５黒鹿５７ 大庭 和弥菅原 光博氏 松永 康利 三石 沖田 哲夫 ５０８＋１４１：５８．１１� １０３．７

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２５，３４４，９００円 複勝： ３３，１１７，６００円 枠連： ２３，２６３，５００円

普通馬連： ８８，０２８，７００円 馬単： ６８，９１３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，３６８，５００円

３連複： ８０，９０３，１００円 ３連単： １９０，３０３，８００円 計： ５３４，２４３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � １３０円 枠 連（３－６） ４７０円

普通馬連 �� ４８０円 馬 単 �� １，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ２７０円 �� １８０円

３ 連 複 ��� ４４０円 ３ 連 単 ��� ２，４６０円

票 数

単勝票数 計 ２５３４４９ 的中 � ４５５８７（３番人気）
複勝票数 計 ３３１１７６ 的中 � ６０３９０（２番人気）� １１５３２２（１番人気）� ５５１９３（３番人気）
枠連票数 計 ２３２６３５ 的中 （３－６） ３６６２２（２番人気）
普通馬連票数 計 ８８０２８７ 的中 �� １３６３４３（２番人気）
馬単票数 計 ６８９１３６ 的中 �� ４５１４５（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４３６８５ 的中 �� ３５４４７（２番人気）�� １９３８１（３番人気）�� ３５８５４（１番人気）
３連複票数 計 ８０９０３１ 的中 ��� １３７１４８（１番人気）
３連単票数 計１９０３０３８ 的中 ��� ５７１２７（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．９―３８．２―５１．８―１：０４．５―１：１７．０―１：２９．４―１：４２．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインペイシェント �
�
父 Dr Fong �

�
母父 Danehill デビュー ２００８．３．３０ 中山５着

２００５．４．１２生 �４鹿 母 ファーナリー 母母 Fern ６戦２勝 賞金 １３，６４０，０００円



０００４４ １月１１日 晴 良 （２１中山１）第４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）

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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

８１６� モエレジンダイコ 牡４栗 ５６
５３ ▲伊藤 工真西村 豊氏 大江原 哲 三石 中村 和夫 B４７０－ ６１：１２．４ ５．３�

３５ ドリームシャドウ 牡４芦 ５６ 藤田 伸二セゾンレースホース� 堀井 雅広 静内 岡田スタツド ５１０－ ２１：１２．５� ３．８�
６１１� クールフォーマ 牡４鹿 ５６ 北村 宏司川上 哲司氏 坂本 勝美 門別 高山牧場 ５３０－１８ 〃 クビ ９．４�
４７ � トーホウカラブラン 牡５青鹿５７ 小野 次郎東豊物産� 古賀 史生 門別 竹島 幸治 ５１０＋ ４１：１３．０３ １２．３�
２３ � バリバリセレブ 牡５鹿 ５７ 福永 祐一 �ゴールドレーシング 森 秀行 門別 豊郷牧場 ４６８＋ ４１：１３．１� １６．１�
７１３	 シルクランサム 牡５黒鹿５７ 木幡 初広有限会社シルク牧 光二 豪 Tyreel Thor-

oughbreds B５１０＋１２１：１３．２クビ ２３．７�
５１０ タツタイコウ 牡４栗 ５６ 池添 謙一鈴木 昭作氏 根本 康広 千歳 エクセレンス

ファーム ５１２＋ ８１：１３．３
 ７０．８	
１１ タニノゴッドマザー 牝４栗 ５４ 武士沢友治谷水 雄三氏 小桧山 悟 静内 カントリー牧場 ４４８－ ６１：１３．８３ ６１．６

２４ シンボリシュタルク 牡４鹿 ５６ 勝浦 正樹シンボリ牧場 菊川 正達 門別 シンボリ牧場 ５１２－ ４１：１４．０
 ２．３�
３６ スキャットナンバー 牝５鹿 ５５ 高山 太郎�槇本牧場 佐藤 全弘 静内 富岡 廣光 ４６４＋１０ 〃 クビ ３４３．１
１２ アルファヨンジュン 牡４青鹿 ５６

５３ ▲千葉 直人�貴悦 河野 通文 三石 澤田 嘉隆 ５２６－ ６１：１４．１クビ ４０３．３�
５９ � モエレヘイセイ 牡４鹿 ５６ 宗像 徹田口 廣氏 坂本 勝美 三石 松本牧場 ４７４－ ６１：１４．２� ３７８．０�
７１４� グレイトモーメント 牝４鹿 ５４ 丹内 祐次加藤 信之氏 清水 美波 浦河 三好牧場 ４１２－１０１：１４．４１� ９１．５�
８１５� カレンアンプルール 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一鈴木 隆司氏 栗田 博憲 追分 追分ファーム ５３０＋ ２１：１４．８２� ３４６．６�
６１２� ヘブンリーゲート 牡４鹿 ５６ 小林 淳一石瀬 浩三氏 沢 峰次 門別 大平ファーム ４８６－ ２１：１５．０１� ４６７．９�
４８ ナスノアタック 牡４黒鹿５６ 吉田 隼人�須野牧場 矢野 照正 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４６８± ０ 〃 クビ ４３．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，９４６，９００円 複勝： ３３，７６６，４００円 枠連： ２７，６７０，８００円

普通馬連： １１１，２６１，２００円 馬単： ７５，１８９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，５５２，４００円

３連複： １０７，２５２，７００円 ３連単： １９３，９５１，２００円 計： ６０４，５９１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １９０円 � １５０円 � ３００円 枠 連（３－８） ７９０円

普通馬連 �� ８８０円 馬 単 �� １，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� ９８０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� ３，０６０円 ３ 連 単 ��� １５，６５０円

票 数

単勝票数 計 ２５９４６９ 的中 � ３８６１８（３番人気）
複勝票数 計 ３３７６６４ 的中 � ４６９２６（３番人気）� ７１０３７（２番人気）� ２４１８４（５番人気）
枠連票数 計 ２７６７０８ 的中 （３－８） ２５８８０（３番人気）
普通馬連票数 計１１１２６１２ 的中 �� ９３４８３（３番人気）
馬単票数 計 ７５１８９６ 的中 �� ３０９１９（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９５５２４ 的中 �� ２１３４８（３番人気）�� ７０６５（１２番人気）�� ９５９０（８番人気）
３連複票数 計１０７２５２７ 的中 ��� ２５９４０（９番人気）
３連単票数 計１９３９５１２ 的中 ��� ９１４９（４２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．４―１２．５―１２．３―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．０―３４．４―４６．９―５９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．４―３F３８．０
３ ・（４，７）－（３，１１，１３）（８，１６）（１，２，５）１４－（１２，１０）９，６－１５ ４ ・（４，７）（１１，１３）３（１，５，１６）８，２（１２，１０，１４）（６，９）－１５

勝馬の
紹 介

�モエレジンダイコ �
�
父 マジックマイルズ �

�
母父 ブラックタイアフェアー

２００５．３．１９生 牡４栗 母 ホワイトマジック 母母 マジックショール １２戦１勝 賞金 １８，２００，０００円
地方デビュー ２００７．６．２７ 旭川

※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 シャンドラヴェリテ号・ヒデフジ号



０００４５ １月１１日 晴 良 （２１中山１）第４日 第９競走 ��
��２，４００�

な り た

成 田 特 別
発走１４時１５分 （ダート・右）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２８．８
２：２８．６

重

不良

３４ メジロティモン 牡４栗 ５６ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ５０８－ ２２：３６．６ ３５．３�

３５ � アルファオリオン 牡６鹿 ５７ 田中 勝春�貴悦 小島 茂之 平取 赤石牧場 ４６４± ０２：３７．３４ ３．４�
５９ メジロアルタイス 牡５芦 ５７ 小野 次郎�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ５１８± ０ 〃 アタマ １６．８�
４６ ローランウェルズ 牡６鹿 ５７ 後藤 浩輝斉藤 敏博氏 岩戸 孝樹 浦河 秋場牧場 ５００－ ６２：３７．４� ４３．６�
８１４ シャンパンファイト 牡４黒鹿５６ 福永 祐一青山 洋一氏 角居 勝彦 追分 追分ファーム ５０６＋ ２２：３７．５クビ ７．０�
７１２ トーセンスターン 牡４鹿 ５６ 内田 博幸島川 	哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４５６＋ ２２：３７．６� ３．３

１１ マチカネミノリ 	６栗 ５７ 三浦 皇成細川 益男氏 藤沢 和雄 門別 下河辺牧場 ５０８± ０ 〃 ハナ ６．４�
２２ 
 ナカヤマスナイパー 牡７黒鹿５７ 北村 宏司和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 米 Richard S.

Kaster ５２０± ０２：３７．７� １４．７�
７１３ ユーガットテースト 牡６黒鹿５７ 吉田 隼人臼田 浩義氏 清水 利章 千歳 社台ファーム ４８２＋ ２２：３７．８� ７９．６
６１１ ティンバーセブン 牡５栗 ５７ 大庭 和弥三宅 正義氏 小島 茂之 平取 二風谷ファーム ５３２＋ ２２：３８．０� ７．７�
２３ エ ア リ ー ズ 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二名古屋友豊� 作田 誠二 静内 グランド牧場 ４８０± ０２：３８．６３� ６４．６�
８１５ スプリングザスパ 牡６鹿 ５７ 勝浦 正樹加藤 春夫氏 柄崎 孝 様似 堀 弘康 B４５８－ ４２：３８．７� ２２５．４�
５８ ハウンドコップ 牡１０鹿 ５７ 丹内 祐次齊藤四方司氏 清水 美波 千歳 社台ファーム B５１２＋ ６２：４０．８大差 １８４．４�
６１０� ビ ッ グ ボ ス 牡６黒鹿５７ 池添 謙一渡� 伸一氏 森 秀行 白老 白老ファーム B５０４－１４２：４５．６大差 １１４．４�
４７ � ノボスコーピオ 牡５鹿 ５７ 武士沢友治�LS.M 河野 通文 門別 ファニーフレンズファーム ５２０＋１０ （競走中止） ２９２．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３２，８８９，０００円 複勝： ４９，１３５，０００円 枠連： ３６，４４８，９００円

普通馬連： １８０，１５２，７００円 馬単： １１２，００１，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，９８７，８００円

３連複： １７５，７４３，５００円 ３連単： ３５３，５６１，３００円 計： ９８４，９１９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，５３０円 複 勝 � ８００円 � １６０円 � ３９０円 枠 連（３－３） ５，４９０円

普通馬連 �� ５，３８０円 馬 単 �� １３，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６５０円 �� ３，７９０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� １８，７９０円 ３ 連 単 ��� １５７，３８０円

票 数

単勝票数 計 ３２８８９０ 的中 � ７３４８（８番人気）
複勝票数 計 ４９１３５０ 的中 � １２４７９（９番人気）� １１６３６４（１番人気）� ２８９５５（７番人気）
枠連票数 計 ３６４４８９ 的中 （３－３） ４９０４（２３番人気）
普通馬連票数 計１８０１５２７ 的中 �� ２４７２９（１９番人気）
馬単票数 計１１２００１５ 的中 �� ６１５５（４３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４９８７８ 的中 �� ６６７０（１９番人気）�� ２８２５（３４番人気）�� １３６６８（９番人気）
３連複票数 計１７５７４３５ 的中 ��� ６９０５（５２番人気）
３連単票数 計３５３５６１３ 的中 ��� １６５８（３６２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．０―２５．０―３７．６―４９．８―１：０２．７―１：１６．５―１：３０．３―１：４３．９―１：５７．４―２：１０．４―２：２３．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メジロティモン �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００７．１２．８ 中山５着

２００５．３．５生 牡４栗 母 メジロビクトリア 母母 メジロディッシュ １５戦３勝 賞金 ３２，７３６，０００円
〔競走中止〕 ノボスコーピオ号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため２周目向正面で競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビッグボス号は，平成２１年２月１１日まで平地競走に出走できない。



０００４６ １月１１日 晴 良 （２１中山１）第４日 第１０競走 ��
��１，８００�

しょうふく

招福ステークス
発走１４時５０分 （ダート・右）
４歳以上，１，６００万円以下，２０．１．１２以降２１．１．５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 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

５９ ボ ラ ン タ ス 牡５栗 ５６ 池添 謙一齊藤四方司氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５２８－ １１：５３．９ ３．９�

８１６ マルブツクロス 牡６芦 ５４ 小林 久晃大澤 毅氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 B５３６－ ４１：５４．０� ９８．５�
３６ パピヨンシチー 牡６黒鹿５７ 三浦 皇成 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 静内 カタオカフアーム ４３８± ０ 〃 ハナ ５．２�
７１３ レオエンペラー 牡５鹿 ５７ 江田 照男�レオ 田子 冬樹 門別 若林 武雄 ４９８± ０１：５４．２１ ８．２�
４７ ミンティエアー 牝５黒鹿５５ 後藤 浩輝�RRA 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４５８＋ ４１：５４．４１� ５．５�
８１５� ブルーレパード 牡６栗 ５４ 福永 祐一青木 基秀氏 小崎 憲 米 Green Hill Stud

International ４９０± ０ 〃 ハナ ４９．３�
１１ スターシップ 牡５芦 ５４ 北村 宏司 	社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４６６＋ ２ 〃 ハナ ８．５

５１０ タイキシルバー 牡８芦 ５４ 大庭 和弥	大樹ファーム 清水 美波 大樹 大樹ファーム B５１６＋ ２１：５４．５	 ７９．９�
１２ サンマルセイコー 牝６黒鹿５１ 伊藤 工真相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４９０＋ ８ 〃 ハナ ４８．８�
２４ スマートサイクロン 牡６鹿 ５５ 勝浦 正樹大川 徹氏 高木 登 門別 野島牧場 ５２６－ ２１：５４．７１� ３３．０
６１１� デイフラッシュ 牡７鹿 ５５ 吉田 豊清進電設� 戸田 博文 米 Nancy C.

Shuford B５１０－ ２ 〃 クビ ６４．３�
６１２ ゴールドマイン 牡５鹿 ５３ 木幡 初広吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５０６＋ ６ 〃 ハナ １０３．６�
３５ ゲンパチタキオン 牡５鹿 ５５ 蛯名 正義平野 武志氏 中川 公成 浦河 信岡牧場 B５４４＋ ２１：５５．０１	 ２８．９�
２３ コウジンアルス 牡７栗 ５３ 柴山 雄一加藤 興一氏 松山 将樹 静内 中田 浩美 B４９４＋ ２ 〃 ハナ ２５．２�
４８ レ ツ ィ ー ナ 牝５黒鹿５２ 内田 博幸吉田 和美氏 古賀 慎明 門別 谷川畜産 ４６８＋ ４１：５５．６３� ６．２�
７１４ ソリッドスライダー 牡８鹿 ５５ 藤田 伸二平井 卓志氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８２＋１４１：５５．７	 ３１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４１，４４６，２００円 複勝： ７５，７６４，５００円 枠連： ５７，５４４，８００円

普通馬連： ２５９，４１２，１００円 馬単： １４７，３６６，５００円 ワイド【拡大馬連】： ６４，７５１，３００円

３連複： ２４９，４７７，６００円 ３連単： ４９５，８３０，２００円 計： １，３９１，５９３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １７０円 � １，７４０円 � １７０円 枠 連（５－８） ５，４９０円

普通馬連 �� １９，９５０円 馬 単 �� ２７，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，６４０円 �� ３４０円 �� ３，８２０円

３ 連 複 ��� ２０，６５０円 ３ 連 単 ��� １５２，２２０円

票 数

単勝票数 計 ４１４４６２ 的中 � ８５６７１（１番人気）
複勝票数 計 ７５７６４５ 的中 � １４１８８７（２番人気）� ７６０２（１５番人気）� １４５２９０（１番人気）
枠連票数 計 ５７５４４８ 的中 （５－８） ７７４９（１８番人気）
普通馬連票数 計２５９４１２１ 的中 �� ９５９８（５１番人気）
馬単票数 計１４７３６６５ 的中 �� ３９９２（７４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６４７５１３ 的中 �� ３１５４（５１番人気）�� ５５５５４（１番人気）�� ３８４７（４２番人気）
３連複票数 計２４９４７７６ 的中 ��� ８９２０（５９番人気）
３連単票数 計４９５８３０２ 的中 ��� ２４０４（４０４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．１―３７．２―５０．７―１：０３．５―１：１６．４―１：２９．１―１：４１．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．４―３F３７．５
１
３
３，４，８（６，１５）（１３，１６）９（１０，１２）１４－７（１，２）１１－５・（３，４，８）（６，１５，１６）（１３，９，１２，１４）（１０，１，７，１１，５）－２

２
４

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

勝馬の
紹 介

ボ ラ ン タ ス �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．３．１７ 中京６着

２００４．４．２１生 牡５栗 母 ブライダルスイート 母母 シルバードシルク １１戦５勝 賞金 ５４，７３０，０００円
［他本会外：１戦０勝］



０００４７ １月１１日 晴 良 （２１中山１）第４日 第１１競走 ��
��１，６００�第２５回フェアリーステークス（ＧⅢ）

発走１５時２５分 （芝・右・外）
牝，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
２，０００万円以上の馬１�増，�：馬齢重量，重賞競走１着馬１�増

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 ５８８，０００円 １６８，０００円 ８４，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

１１ ジェルミナル 牝３黒鹿５４ 福永 祐一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４５８－ ４１：３６．５ ４．５�

２３ アイアムネオ 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４８０－ ６１：３６．７１� ７．４�
２４ グッデーコパ 牝３青鹿５４ 田中 勝春小林 祥晃氏 上原 博之 日高 ヤナガワ牧場 ４５８－１０ 〃 クビ ４７．３�
７１３ カツヨトワイニング 牝３鹿 ５４ 江田 照男丹羽 茂文氏 高橋 義博 早来 ノーザンファーム ４０６＋ ４１：３７．０２ ２０．３�
４７ マイティースルー 牝３芦 ５４ 吉田 豊 �キャロットファーム 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ４８６＋１０１：３７．１	 ８．３�
４８ エリザベスムーン 牝３鹿 ５４ 四位 洋文 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム ４７２－ ２１：３７．２クビ ５．９�
３６ マイネアリス 牝３青鹿５４ 柴山 雄一 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 新冠 ビッグレッドファーム ４２６＋１６１：３７．５２ ４９．２

７１４
 イナズマアマリリス 牝３鹿 ５５ 池添 謙一小泉 賢悟氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４３２－ ２ 〃 ハナ ７．５�
５１０ パールシャドウ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義飯塚 知一氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４４６＋ ４ 〃 ハナ ４．５�
８１６ ラ ブ ミ ラ ー 牝３青鹿５４ 千葉 直人増田 陽一氏 中村 均 日高 中川 浩典 ４３２－ ６１：３７．６クビ １６１．６
６１２ イルドロール 牝３栗 ５４ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 新冠 追分ファーム ４６６＋ ６ 〃 クビ ４５．２�
８１５ ピエナリリー 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹本谷 兼三氏 萱野 浩二 安平 ノーザンファーム ４３２－１０１：３７．９１� １４０．９�
３５ シルクマイホーム 牝３鹿 ５４ 小林慎一郎有限会社シルク矢作 芳人 静内 畠山牧場 ４５６－１２ 〃 ハナ ５５．０�
１２ カイテキプリン 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝国本 勇氏 河野 通文 新冠 武田 修一 ４１２－ ６１：３８．０	 ７８．４�
６１１ ダイワバーガンディ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４５４－１０ 〃 ハナ １１．３�
５９ ア カ リ 牝３栗 ５４ 村田 一誠山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 静内 矢野牧場 ４４８－ ２１：３８．１	 ６４．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１８，４８８，１００円 複勝： １５１，８５９，６００円 枠連： １７２，４７８，３００円

普通馬連： ８７９，６８６，９００円 馬単： ４８１，９３０，６００円 ワイド【拡大馬連】： １６１，０９３，２００円

３連複： ８４８，８６６，４００円 ３連単： １，９２９，０９９，１００円 計： ４，７４３，５０２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １９０円 � ３１０円 � １，０２０円 枠 連（１－２） １，７７０円

普通馬連 �� １，９６０円 馬 単 �� ３，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７７０円 �� ３，０３０円 �� ３，７７０円

３ 連 複 ��� ２５，９９０円 ３ 連 単 ��� １３２，９８０円

票 数

単勝票数 計１１８４８８１ 的中 � ２０９３５７（１番人気）
複勝票数 計１５１８５９６ 的中 � ２６５５４５（２番人気）� １２８０２１（６番人気）� ３１２４７（９番人気）
枠連票数 計１７２４７８３ 的中 （１－２） ７２３００（８番人気）
普通馬連票数 計８７９６８６９ 的中 �� ３３２１９５（９番人気）
馬単票数 計４８１９３０６ 的中 �� ９６３９１（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１６１０９３２ 的中 �� ５４５６３（７番人気）�� １２７９７（３０番人気）�� １０２１４（３４番人気）
３連複票数 計８４８８６６４ 的中 ��� ２４１１３（７０番人気）
３連単票数 計１９２９０９９１ 的中 ��� １０７０６（３４６番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．６―１２．０―１２．２―１２．３―１２．２―１１．４―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．４―３６．４―４８．６―１：００．９―１：１３．１―１：２４．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．９―３F３５．６

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

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

勝馬の
紹 介

ジェルミナル �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Double Bed デビュー ２００８．８．１６ 札幌３着

２００６．３．１０生 牝３黒鹿 母 オンブルリジェール 母母 Flawlessly ５戦３勝 賞金 ５５，６０５，０００円
〔発走状況〕 アカリ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 イナズマアマリリス号の騎手池添謙一は，３コーナーで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１２番・２番への進路

影響）
エリザベスムーン号の騎手四位洋文は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１１番・１０番
への進路影響）
ラブミラー号の騎手千葉直人は，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。（１０番・１１番への進
路影響）

※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 クーデグレイス号・ディアジーナ号・ドゥミポワント号



０００４８ １月１１日 晴 良 （２１中山１）第４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）

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

１：３１．５
１：３１．５

良

良

６１０ オリオンザドンペリ 牡５栗 ５７ 横山 典弘平本 敏夫氏 小西 一男 三石 大塚牧場 ４８４＋１４１：３６．４ ６．５�

６１１ キョウエイストーム 牡４芦 ５６ 蛯名 正義田中 晴夫氏 中川 公成 三石 田湯牧場 ４２４－ ２１：３６．５� ３．５�
３５ ブラックオリーブ 牡５黒鹿 ５７

５６ ☆三浦 皇成 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム ４９４－ ２１：３６．６� ３．５�
４６ コアレスコジーン 	６鹿 ５７ 吉田 豊小林 昌志氏 和田 正道 平取 コアレススタッド ４８８－ ２１：３６．８１
 ２１．７�
１１ シルクパナシア 牡４鹿 ５６ 福永 祐一有限会社シルク鈴木 伸尋 静内 千代田牧場 B４６２＋ ４ 〃 ハナ ３０．４�
３４ � セプターレイン 牡７鹿 ５７ 田中 勝春 �社台レースホース古賀 慎明 白老 白老ファーム ４６８＋ ８ 〃 ハナ ８．９�
７１２� マルターズオリジン 牝４鹿 ５４ 勝浦 正樹藤田 在子氏 水野 貴広 米 Yoshio Fujita ４７０＋１０１：３６．９� ８．６	
２３ エバンジェリスト 	６鹿 ５７ 北村 宏司吉田 照哉氏 後藤 由之 千歳 社台ファーム ４５４＋ ８ 〃 クビ １９．４

４７ ヘイアンレジェンド 牡５黒鹿５７ 内田 博幸荻原 昭二氏 松山 康久 門別 シンボリ牧場 ４８４± ０１：３７．２１� １８．４�
２２ ワイルドソニック 牡７栗 ５７ 後藤 浩輝細谷 典幸氏 国枝 栄 早来 ノーザンファーム B５１４＋１０１：３７．４１
 ４９．１�
５８ ジョウテンロマン 牡６栗 ５７ 丹内 祐次田邉 久男氏 二ノ宮敬宇 静内 千代田牧場 ４９０＋ ６ 〃 クビ ２１．４
８１５ ラ ス ト モ ア 牡７黒鹿５７ 四位 洋文堀越 毅一氏 小林 常泰 門別 川島 良一 ４９８＋１０１：３７．５クビ ４０．５�
７１３� トーヨーエーピー 牡６芦 ５７

５４ ▲千葉 直人�トーヨークラブ 成島 英春 米
David Houchin, Mrs. J.
G. Jones Sr. & Eleanor
Drake Rose Trust

４８２－ ４１：３７．７１
 ２６４．８�
５９ � エアムートン 牡７栗 ５７ 池添 謙一 �ラッキーフィールド田村 康仁 鵡川 上水牧場 ４５０－ ４ 〃 ハナ １０７．８�
８１４ コアレスソニック 	６黒鹿５７ 吉田 隼人小林 昌志氏 和田 正道 門別 ビラトリファーム ４６２－ ６ 〃 クビ ８０．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４２，６４１，９００円 複勝： ６４，８７７，４００円 枠連： ６４，６６２，８００円

普通馬連： ２０９，９９２，０００円 馬単： １２９，０８３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ５２，６４１，８００円

３連複： ２００，２００，９００円 ３連単： ４５５，５６１，６００円 計： １，２１９，６６１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � ２１０円 � １３０円 � １３０円 枠 連（６－６） １，２２０円

普通馬連 �� １，２３０円 馬 単 �� ２，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� ５２０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� １，２９０円 ３ 連 単 ��� ８，３１０円

票 数

単勝票数 計 ４２６４１９ 的中 � ５２４９９（３番人気）
複勝票数 計 ６４８７７４ 的中 � ６２２０９（４番人気）� １４６８７０（２番人気）� １５２３４３（１番人気）
枠連票数 計 ６４６６２８ 的中 （６－６） ３９１２２（３番人気）
普通馬連票数 計２０９９９２０ 的中 �� １２６４７７（２番人気）
馬単票数 計１２９０８３３ 的中 �� ３８２６８（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５２６４１８ 的中 �� ２３９５６（３番人気）�� ２２５５８（５番人気）�� ７３６０２（１番人気）
３連複票数 計２００２００９ 的中 ��� １１４８６６（２番人気）
３連単票数 計４５５５６１６ 的中 ��� ４０５０６（１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．０―２４．９―３７．０―４９．０―１：０１．１―１：１２．９―１：２４．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．４―３F３５．３

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

勝馬の
紹 介

オリオンザドンペリ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ブレイヴエストローマン デビュー ２００７．１．２０ 中山４着

２００４．４．１３生 牡５栗 母 ハ イ ミ ー ル 母母 ローラブロッサム １５戦４勝 賞金 ４２，１３０，０００円
［他本会外：１戦０勝］



（２１中山１）第４日 １月１１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 １８０頭 本 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

２４７，１９０，０００円
１６，２１０，０００円
１，８２０，０００円
２５，３００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６５，０４４，５００円
４，９２６，０００円
１，７８２，０００円

勝馬投票券売得金
４２７，３１１，３００円
６４５，８０２，９００円
５３１，９２４，０００円
２，１９２，３２３，９００円
１，３８７，６６９，１００円
５２７，０８０，１００円
２，１４９，７１４，４００円
４，４３３，６８１，２００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 １２，２９５，５０６，９００円

総入場人員 ３５，５８１名 （有料入場人員 ３２，９８３名）




