
０００８５ １月２５日 晴 不良 （２１中山１）第８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）

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

６１１ ク ロ ヒ メ 牝３芦 ５４ 小野 次郎加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７８± ０１：１２．０ ３．１�

４７ ローブドヴルール 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹�ミルファーム 保田 一隆 日高 小西ファーム ４５２－ ６１：１２．１� １１．５�
６１２ 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 ４４２－１２１：１２．５２� ５．８�
１２ クリノビリオネア 牝３黒鹿５４ 内田 博幸栗本 博晴氏 石毛 善彦 日高 三輪牧場 ４９０＋２０１：１２．６� １５．０�
５１０ スマートダズル 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真�グランド牧場 大江原 哲 新ひだか グランド牧場 ４５４± ０ 〃 ハナ ４．２�
８１６ リネンピュア 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝戸山 光男氏 南田美知雄 三石 嶋田牧場 ４４０－ ６１：１２．７クビ １０．２�
７１３ ニットウサンサン 牝３鹿 ５４ 松岡 正海�日東牧場 松山 康久 浦河 日東牧場 ４４８－１２１：１３．３３� ６２．５	
３５ グローリアスクイン 牝３黒鹿５４ 江田 照男谷 研司氏 大和田 稔 青森 野々宮牧場 ５００＋ ８１：１３．６１� ６１．９

２４ プリモローズ 牝３芦 ５４ 蛯名 正義�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４６６－ ２１：１３．８１� ７．９�
７１４ ハヤブサリーフ 牝３栗 ５４

５３ ☆三浦 皇成武田 修氏 伊藤 圭三 浦河トラストスリーファーム ４３２－ ８１：１４．３３ ４０．８�
１１ シンシアシチー 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥 友駿ホースクラブ 平井 雄二 日高 富川田中牧場 ４８８－ ８１：１４．４クビ ２２．８�
４８ エムオーイーグル 牝３鹿 ５４ 田中 勝春大浅 貢氏 鹿戸 雄一 日高 豊田田村牧場 ４４２＋ ２１：１４．５� ４３．２�
３６ ルピナスブルー 牝３鹿 ５４ 吉田 豊内藤 好江氏 矢野 照正 日高 中館牧場 ４３６± ０１：１４．９２� ８４．８�
２３ ラ デ エ ス 牝３芦 ５４ 鷹野 宏史�ミルファーム 保田 一隆 門別 田端牧場 ４１０＋１２１：１５．２２ ４７０．４�
５９ ダイショウフルール 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太馬場 �晃氏 佐々木亜良 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ３９８－１６１：１５．３クビ ４２３．１�
８１５ モルフェスペシャル 牝３栗 ５４ 柴山 雄一並河賢一郎氏 清水 英克 門別 森永牧場 ４３２＋ ８１：１６．０４ ３４０．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，９９８，１００円 複勝： ３０，４０５，２００円 枠連： ２１，０７９，７００円

普通馬連： ７１，８３３，５００円 馬単： ４９，４５２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，４０８，２００円

３連複： ８３，７４１，５００円 ３連単： １１５，４７６，３００円 計： ４１２，３９５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １３０円 � ２７０円 � １８０円 枠 連（４－６） ８９０円

普通馬連 �� １，６６０円 馬 単 �� ２，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６００円 �� ３１０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� ２，３４０円 ３ 連 単 ��� １４，１００円

票 数

単勝票数 計 １５９９８１ 的中 � ４１７６７（１番人気）
複勝票数 計 ３０４０５２ 的中 � ８５０３６（１番人気）� ２２１０６（６番人気）� ４１４９８（３番人気）
枠連票数 計 ２１０７９７ 的中 （４－６） １７５６１（４番人気）
普通馬連票数 計 ７１８３３５ 的中 �� ３２０８０（６番人気）
馬単票数 計 ４９４５２６ 的中 �� １２６６１（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４４０８２ 的中 �� ９７８５（７番人気）�� ２１７９１（２番人気）�� ６２００（１１番人気）
３連複票数 計 ８３７４１５ 的中 ��� ２６４２７（６番人気）
３連単票数 計１１５４７６３ 的中 ��� ６０４５（２８番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．６―１１．８―１１．９―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．０―３４．６―４６．４―５８．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３７．４
３ １１，１６（４，１３）８（７，１５）（５，６，１０，１２）（１，１４）（９，３）－２ ４ １１，１６－１３（４，７）－８（５，１２）（６，１０）（１，１５）１４（２，９）３
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ク ロ ヒ メ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Fairy King デビュー ２００８．１１．１５ 福島３着

２００６．５．９生 牝３芦 母 ダイリンズデライト 母母 Silius ４戦１勝 賞金 ９，４００，０００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。
（非当選馬） １頭 リュウキュウサンバ号



０００８６ １月２５日 晴 不良 （２１中山１）第８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）

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 スマイルキング 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義齊藤四方司氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 ４９６－ ６１：５４．３ ２．９�

３５ ジョーベルスター 牡３栗 ５６ 木幡 初広上田けい子氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド ４９４－２２ 〃 ハナ ３７７．６�
７１２ 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 ５２６＋１０１：５４．７２� １２．１�
７１３ ホットコーヒー 牡３栗 ５６ 吉田 豊ディアレスト 柄崎 孝 新冠 オートファー

ム �渡 ４８８－ ２１：５４．８� ２２１．１�
８１５ グリーンスターズ 牡３芦 ５６ 松岡 正海�有恒 小林 常泰 新ひだか 佐竹 学 ４７２＋ ４１：５４．９� ８５．４�
３４ セイウンウィスパー 牡３黒鹿５６ 内田 博幸西山 茂行氏 水野 貴広 鵡川 市川牧場 ４６６± ０１：５５．０� １．７	
１１ ロードアイアン 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新冠 赤石 久夫 B４８２－ ４１：５５．１� ２１．０

６１１ ユキノヘラクレス 牡３芦 ５６ 小野 次郎井上 基之氏 柴田 政人 新ひだか フジワラフアーム ５５６－ ２１：５５．３� ８１．９�
４７ ノボシャーク 牡３黒鹿５６ 横山 典弘�LS.M 武市 康男 浦河 高昭牧場 ５０８± ０１：５５．６２ ４３．５�
８１４ 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 ５１４－ ６ 〃 ハナ ２７．８
２２ � アポロノオウジ 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Eugene

Melnyk ４８２＋ ４１：５５．７� １３．６�
６１０ ムサシトップガン 牡３栗 ５６ 小林 淳一新井 孝治氏 沢 峰次 浦河 岡本 昌市 ４５４± ０ 〃 アタマ ２２９．７�
４６ ガンダイオー 牡３栗 ５６ 大野 拓弥村田 哲朗氏 平井 雄二 浦河 大成牧場 ４６４＋ ４１：５６．１２� ４１１．３�
２３ ヘヴンリースパーク 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真杉山 美惠氏 古賀 史生 新ひだか 明治牧場 B４６８－ ２１：５６．５２� ３１２．６�
５９ リックパッショーン 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一斎木 隆男氏 清水 英克 新冠 三村 卓也 ４７０＋ ４ （競走中止） ６０．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２３，９５３，１００円 複勝： ４５，８１６，４００円 枠連： １７，４０３，１００円

普通馬連： ７５，７１３，３００円 馬単： ６４，７４８，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，３０４，７００円

３連複： ８０，０８５，４００円 ３連単： １４４，８０４，１００円 計： ４７７，８２８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １８０円 � ８，４１０円 � ４７０円 枠 連（３－５） ２３０円

普通馬連 �� ４９，７６０円 馬 単 �� ８１，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １０，７５０円 �� ８００円 �� ２７，８６０円

３ 連 複 ��� １８６，４５０円 ３ 連 単 ��� ９６２，７６０円

票 数

単勝票数 計 ２３９５３１ 的中 � ６５４２９（２番人気）
複勝票数 計 ４５８１６４ 的中 � ８７６３２（２番人気）� １１１３（１３番人気）� ２３６３５（４番人気）
枠連票数 計 １７４０３１ 的中 （３－５） ５８１６７（１番人気）
普通馬連票数 計 ７５７１３３ 的中 �� １１２３（４７番人気）
馬単票数 計 ６４７４８８ 的中 �� ５８７（８０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５３０４７ 的中 �� ５６２（４７番人気）�� ８３６６（９番人気）�� ２１６（６６番人気）
３連複票数 計 ８００８５４ 的中 ��� ３１７（１４７番人気）
３連単票数 計１４４８０４１ 的中 ��� １１１（７１５番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１２．５―１２．８―１２．４―１２．９―１３．０―１３．２―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．７―３６．２―４９．０―１：０１．４―１：１４．３―１：２７．３―１：４０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．９―３F４０．０
１
３

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

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

スマイルキング �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００８．８．１７ 札幌６着

２００６．３．８生 牡３黒鹿 母 ブレッシング 母母 ブラダマンテ ３戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔競走中止〕 リックパッショーン号は，競走中に疾病〔右上腕骨々折〕を発症し，４コーナーで騎手が落馬したため競走中止。



０００８７ １月２５日 晴 不良 （２１中山１）第８日 第３競走 ��１，２００�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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

３３ ストレートイン 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹島田 久氏 柴崎 勇 三石 前川牧場 ５０６＋ ６１：１１．７ ２．５�

１１ カズノウォーニング 牡３鹿 ５６ 内田 博幸鈴木 可一氏 小笠 倫弘 浦河 福田牧場 ４３０－ ４１：１２．２３ １３．５�
８１２ エドノゴールド 牡３鹿 ５６ 吉田 豊遠藤 喜松氏 高木 登 静内 マークリ牧場 ４６４－ ２１：１２．５１� １８．０�
６９ モアザンストーム 牡３青鹿５６ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム ４６６－ ２１：１２．６� ２．７�
４４ ハニーインチーフ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥中村 政勝氏 松永 康利 三石 タツヤファーム ４４２＋ ３１：１３．１３ ４９．６�
６８ ア ゲ シ オ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘平岡 茂樹氏 �田 研二 むかわ 平岡牧場 ４８６＋ ４１：１３．６３ ７．５	
４５ 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 ４７０－ ２１：１３．７� １６．５

５６ コスモエコロジー 牡３鹿 ５６

５５ ☆三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 清水 美波 日高 本間牧場 ５１０＋ ８ 〃 クビ １０．４�
８１３ 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 ４４２－ ２１：１３．８クビ ３４４．３
２２ マカディシチー 牡３栗 ５６

５３ ▲草野 太郎 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 大樹 大樹ファーム B４０８＋１４１：１４．０１� １６０．９�
７１０ フォレストグリーン 牡３鹿 ５６ 田面木博公星野 壽市氏 高松 邦男 新ひだか 原 達也 B４４２＋ ４１：１４．１� ２０３．９�
５７ ヒノデドリーム 牝３鹿 ５４ 松岡 正海久野 正弘氏 石栗 龍彦 新ひだか 塚尾牧場 ４１８－２０ 〃 ハナ ２４０．０�
７１１ アプロディール 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小島 茂之 新ひだか 橋本牧場 ４００－ ８１：１４．２� ５２．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２２，７１５，１００円 複勝： ３１，９７６，３００円 枠連： ２３，６２９，８００円

普通馬連： ７５，５２６，６００円 馬単： ５８，０２２，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，４４９，７００円

３連複： ７８，５０３，６００円 ３連単： １３４，２６８，０００円 計： ４４９，０９１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １５０円 � ３８０円 � ３１０円 枠 連（１－３） ２，０４０円

普通馬連 �� １，７７０円 馬 単 �� ２，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６５０円 �� ５８０円 �� １，６４０円

３ 連 複 ��� ５，１７０円 ３ 連 単 ��� １７，８９０円

票 数

単勝票数 計 ２２７１５１ 的中 � ７２９０４（１番人気）
複勝票数 計 ３１９７６３ 的中 � ７６４２６（２番人気）� １８１８５（６番人気）� ２３９６８（４番人気）
枠連票数 計 ２３６２９８ 的中 （１－３） ８５８７（９番人気）
普通馬連票数 計 ７５５２６６ 的中 �� ３１６１３（７番人気）
馬単票数 計 ５８０２２７ 的中 �� １７９６１（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４４４９７ 的中 �� ９４２９（７番人気）�� １０９０９（５番人気）�� ３４７５（１７番人気）
３連複票数 計 ７８５０３６ 的中 ��� １１２１２（１８番人気）
３連単票数 計１３４２６８０ 的中 ��� ５５３９（５４番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．５―１２．１―１１．９―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．１―３４．６―４６．７―５８．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストレートイン �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 Mt. Livermore デビュー ２００８．１０．１８ 東京５着

２００６．３．７生 牡３鹿 母 レザーバンダム 母母 Fair Advantage ４戦１勝 賞金 ７，７００，０００円
〔騎手変更〕 ヒノデドリーム号の騎手柴山雄一は，第２競走での落馬による検査のため松岡正海に変更。
〔発走状況〕 アプロディール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



０００８８ １月２５日 晴 不良 （２１中山１）第８日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時３０分 （ダート・右）

牝，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

２２ シルクプロミス 牝３栗 ５４ 蛯名 正義有限会社シルク佐藤 吉勝 新冠 中本牧場 ４２０ ―１：５５．５ ６．１�

５５ マ カ フ シ ギ 牝３鹿 ５４ 木幡 初広楠本 勝美氏 牧 光二 三石 木田牧場 ４１６ ―１：５５．８２ ２８．７�
４４ ハーレムスウィング 牝３黒鹿５４ 吉田 豊吉田 千津氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ５０８ ―１：５５．９クビ ７．８�
３３ ケイアイセイドウ 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二 �啓愛義肢材料販売所 池上 昌弘 浦河 富田牧場 ４６０ ―１：５６．７５ ６．８�
７７ トロピカルベリーズ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 萩原 清 早来 ノーザンファーム ５２０ ―１：５６．８� １．５�
１１ ヤマノカントリー 牝３栃栗５４ 松岡 正海澤村 敏雄氏 相沢 郁 様似 北澤 正則 ４４８ ―１：５７．６５ ３２．３	
６６ レーヴアドリアーナ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治鳴戸 雄一氏 的場 均 静内 出羽牧場 ４０６ ―１：５８．４５ ５６．９

８９ ミエノキララ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸里見美惠子氏 古賀 慎明 静内 千代田牧場 ４４４ ―１：５８．９３ ２２．４�
８８ ノアビビッド 牝３栗 ５４ 郷原 洋司佐山 公男氏 郷原 洋行 新ひだか 斉藤スタッド ４７６ ―１：５９．２１� ４５．１�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２５，０９１，２００円 複勝： ３４，２９２，４００円 枠連： １４，２１３，９００円

普通馬連： ５５，３１０，８００円 馬単： ５７，１０９，０００円 ワイド【拡大馬連】： １８，７２６，４００円

３連複： ５４，６７７，９００円 ３連単： １４１，０８０，６００円 計： ４００，５０２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � ２４０円 � ６５０円 � ３５０円 枠 連（２－５） ６，７７０円

普通馬連 �� ５，２７０円 馬 単 �� １０，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２２０円 �� ５９０円 �� １，５００円

３ 連 複 ��� ９，０６０円 ３ 連 単 ��� ６７，３１０円

票 数

単勝票数 計 ２５０９１２ 的中 � ３２７２１（２番人気）
複勝票数 計 ３４２９２４ 的中 � ４３３５４（２番人気）� １２１６９（５番人気）� ２６１７３（４番人気）
枠連票数 計 １４２１３９ 的中 （２－５） １５５０（１７番人気）
普通馬連票数 計 ５５３１０８ 的中 �� ７７５４（１２番人気）
馬単票数 計 ５７１０９０ 的中 �� ３８７０（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８７２６４ 的中 �� ３７１７（１２番人気）�� ８２７８（７番人気）�� ２９９１（１５番人気）
３連複票数 計 ５４６７７９ 的中 ��� ４４５８（３１番人気）
３連単票数 計１４１０８０６ 的中 ��� １５４７（１５０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．３―３７．７―５１．５―１：０４．１―１：１６．４―１：２９．３―１：４２．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シルクプロミス 
�
父 マヤノトップガン 

�
母父 Caerleon 初出走

２００６．４．３０生 牝３栗 母 ウエルシュクイーン 母母 Stellar Empress １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※ノアビビッド号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０００８９ １月２５日 晴 稍重 （２１中山１）第８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 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

４７ ジャストルーラー 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二臼田 浩義氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７２± ０１：３７．７ ４．９�

１１ コオリナアベニュー 牝３鹿 ５４
５３ ☆三浦 皇成吉田 千津氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４４２－ ２ 〃 ハナ ３．９�

５９ ギンザジャスマック 牡３鹿 ５６ 内田 博幸有馬 博文氏 伊藤 圭三 日高 下河辺牧場 B４９０－ ６１：３８．０２ １３．５�
８１６ 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 ４８２＋ ２１：３８．４２� ３．０�
８１５ タカラサンデー 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝村山 義男氏 国枝 栄 新ひだか 幌村牧場 ５１０－ ２ 〃 クビ ６．４�
４８ 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 ４１６－ ８１：３８．５� ２６．５�
３５ コスモプライド 牡３栗 ５６ 松岡 正海 	ビッグレッドファーム 畠山 重則 平取 広川 忠久 ４６６－ ８１：３８．６� ２２．２

２４ グッゲンハイム 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹下河�美智子氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 ４５８＋ ２１：３８．７クビ ３１．４�
１２ � コスモパイオニア 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥 	ビッグレッドファーム 中野 栄治 米 Jayeff ”B”

Stables B４５４－１０１：３８．９１ １２８．９
２３ ヤマニンオクタゴン 牡３鹿 ５６ 柴田 大知土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 ４３６＋１０１：３９．１１� １９１．０�
３６ ジーアイジェーン 牝３黒鹿５４ 武士沢友治吉田 昭一氏 阿部 新生 浦河 高野牧場 ４１８＋ ２１：３９．２� ８７．８�
６１１ ワンダーベルグ 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一井上 修一氏 浅野洋一郎 日高 山際 辰夫 ４３４－ ６１：３９．５１� ３１．０�
７１３ コンフェルヴォーレ 牡３栗 ５６ 吉田 豊岡田 牧雄氏 田村 康仁 新ひだか 岡田スタツド ４４８＋ ４１：３９．７１	 １１５．０�
５１０ ドリームサンセール 牡３鹿 ５６ 池添 謙一セゾンレースホース� 畠山 吉宏 浦河 横山 浩司 ４８２± ０１：４０．１２� ４３．１�
７１４ ア サ ギ リ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春青木 基秀氏 鈴木 伸尋 新ひだか 田原橋本牧場 ４９６－ ２１：４０．６３ ４５．０�
６１２ カルナチンタ 牝３黒鹿５４ 小野 次郎加藤 信之氏 田村 康仁 様似 松田 豊和 ４５０－ ２１：４１．２３� ２８９．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，７３２，８００円 複勝： ４０，４７８，６００円 枠連： ３０，８９０，３００円

普通馬連： ９１，５６０，２００円 馬単： ６５，５３７，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，０８８，５００円

３連複： １００，２１６，５００円 ３連単： １６４，６７５，１００円 計： ５５１，１７９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １８０円 � １８０円 � ３３０円 枠 連（１－４） ８６０円

普通馬連 �� １，１４０円 馬 単 �� ２，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ９７０円 �� １，２００円

３ 連 複 ��� ４，６８０円 ３ 連 単 ��� ２０，９２０円

票 数

単勝票数 計 ２５７３２８ 的中 � ４１４３１（３番人気）
複勝票数 計 ４０４７８６ 的中 � ６３９８７（３番人気）� ６５５６５（２番人気）� ２７３１７（５番人気）
枠連票数 計 ３０８９０３ 的中 （１－４） ２６６５１（３番人気）
普通馬連票数 計 ９１５６０２ 的中 �� ５９４２５（４番人気）
馬単票数 計 ６５５３７７ 的中 �� ２０６３５（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２０８８５ 的中 �� ２７４４１（２番人気）�� ７７３７（９番人気）�� ６１１１（１１番人気）
３連複票数 計１００２１６５ 的中 ��� １５８１１（１２番人気）
３連単票数 計１６４６７５１ 的中 ��� ５８１１（４７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．５―３６．７―４９．０―１：０１．９―１：１３．９―１：２５．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．７―３F３５．８

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

勝馬の
紹 介

ジャストルーラー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．８．３ 新潟４着

２００６．５．１生 牡３鹿 母 フ ウ レ イ カ 母母 セトフローリアンⅡ ４戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
〔制裁〕 コオリナアベニュー号の騎手三浦皇成は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成２１年１月３１日から

平成２１年２月１日まで騎乗停止。（９番・１５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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 タイセイダンサー号



０００９０ １月２５日 晴 重 （２１中山１）第８日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１２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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

５１０ トーセンディケム 牡３鹿 ５６ 内田 博幸島川 �哉氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４８４ ―１：１３．４ ２．４�

２４ ハナノシルキー 牝３栗 ５４ 柴山 雄一花田 勲氏 成島 英春 平取 高橋 啓 ４３８ ―１：１３．５クビ １６．８�
６１２ アラマサセンター 牝３黒鹿５４ 松岡 正海�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４６６ ―１：１３．７１� ４０．１�
１２ アルアインシチー 牡３鹿 ５６ 鷹野 宏史 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 幾千世牧場 ４９６ ―１：１４．１２� １７４．１�
８１５ キングデザート 牡３鹿 ５６ 横山 義行�� 義�氏 成島 英春 平取 高橋 啓 ５０４ ― 〃 クビ １４４．１	
４７ メジロハイヌーン 牡３栗 ５６ 高山 太郎�メジロ牧場 尾形 充弘 洞爺 メジロ牧場 ４９０ ―１：１４．２クビ ４３．５

６１１ シンワノジョケツ 牝３青鹿 ５４

５３ ☆三浦 皇成若尾 昭一氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 ４６８ ― 〃 クビ ２．３�
７１４ トウカイトルネード 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真内村 正則氏 後藤 由之 浦河 中島牧場 ４７６ ― 〃 アタマ ２２．９�
４８ トーセンストロング 牡３黒鹿５６ 吉田 豊島川 �哉氏 清水 利章 三石 城地 清満 ４７６ ― 〃 ハナ ３２．９
５９ グラススイート 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥半沢� 牧 光二 新冠 駒沢 明憲 ４４８ ―１：１４．９４ ６０．４�
３６ チェリーグリーン 牡３栗 ５６ 大庭 和弥櫻井 悦朗氏 大和田 稔 浦河 大道 秀男 ４５６ ―１：１５．１１� １０６．９�
８１６ ジ ェ フ ロ イ 牝３青鹿５４ 武士沢友治鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 様似 山本 和彦 ４１６ ― 〃 クビ ３２８．４�
２３ ダークシャナオー 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義浜野順之助氏 松山 将樹 浦河 片田 保 ４７４ ―１：１５．８４ ６．５�
３５ クリスパワー 牝３黒鹿５４ 江田 照男宮崎 金造氏 小林 常泰 新冠 競優牧場 ４５６ ―１：１６．６５ ２５４．６�
７１３ オリエンタルロニー 牡３芦 ５６

５３ ▲草野 太郎棚網るみ子氏 嶋田 潤 日高 佐々木 康治 ４６６ ―１：１７．８７ ２７８．５�
１１ トーアディル 牝３黒鹿５４ 五十嵐雄祐東亜駿馬� 星野 忍 豊浦トーア牧場 ４５８ ―１：１９．６大差 ２７８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，１６６，４００円 複勝： ２４，４９４，９００円 枠連： ２６，６１８，１００円

普通馬連： ７１，４２１，８００円 馬単： ６４，７０１，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，６６６，８００円

３連複： ７５，０５８，６００円 ３連単： １４３，１１３，８００円 計： ４５２，２４２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １５０円 � ４００円 � ７６０円 枠 連（２－５） ６８０円

普通馬連 �� ２，１４０円 馬 単 �� ２，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７５０円 �� １，１６０円 �� ３，８３０円

３ 連 複 ��� １１，４９０円 ３ 連 単 ��� ３５，９８０円

票 数

単勝票数 計 ２４１６６４ 的中 � ８１５２８（２番人気）
複勝票数 計 ２４４９４９ 的中 � ５９７６８（２番人気）� １３８４４（４番人気）� ６５３３（９番人気）
枠連票数 計 ２６６１８１ 的中 （２－５） ２９２９９（３番人気）
普通馬連票数 計 ７１４２１８ 的中 �� ２４７２７（６番人気）
馬単票数 計 ６４７０１７ 的中 �� １６８０１（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２６６６８ 的中 �� ７８０４（６番人気）�� ４８５６（１２番人気）�� １３９４（２９番人気）
３連複票数 計 ７５０５８６ 的中 ��� ４８２１（３０番人気）
３連単票数 計１４３１１３８ 的中 ��� ２９３６（９２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１２．２―１２．４―１２．２―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．６―３５．８―４８．２―１：００．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンディケム �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Afleet 初出走

２００６．３．２６生 牡３鹿 母 フライトオブエンジェルス 母母 Intently １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 トーアディル号は，発進不良〔出遅れ〕。

キングデザート号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーアディル号は，平成２１年２月２５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１４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１４頭 アイビスランド号・エフケージャガー号・キングヴァント号・ゲームコンセプト号・サウスクリヨン号・ゼンマツ号・

ダイワモーメント号・チャームクリーム号・ノアビビッド号・ヒドゥンゴールド号・ミッキーシュタルク号・
ミヤコノモノガタリ号・モリノマーケット号・ヤマタケディガー号



０００９１ １月２５日 晴 重 （２１中山１）第８日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時２０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

６８ ニシノテンカ 牡５黒鹿５７ 内田 博幸西山 茂行氏 田村 康仁 鵡川 西山牧場 ４７２＋ ２１：５１．４ ２４．５�

８１１ ストロングバサラ 牡４黒鹿５６ 蛯名 正義村木 篤氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４９６＋ ８ 〃 クビ ２．２�
４４ ダイレクトパス 牡５青鹿５７ 大野 拓弥渡邊 隆氏 尾形 充弘 新冠 村本牧場 ４５０－ ２１：５１．５� ３０．１�
６７ サクセスアーチ 牡４鹿 ５６ 藤田 伸二臼田 浩義氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４５２＋ ８１：５１．６� ９．５�
７９ 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 ４７６－ ２１：５１．９１� ６２．８�
７１０ 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 ５０６＋ ２１：５２．１１� ３．１�
８１２ ステディーラブ 牡４芦 ５６ 勝浦 正樹臼田 浩義氏 上原 博之 早来 ノーザンファーム ５６０－ ４ 〃 クビ ７４．６	
５５ マルサライガー 	５黒鹿５７ 横山 典弘鈴木キヌ子氏 本間 忍 門別 本間牧場 ４７２＋ ６１：５２．２クビ １４．７

５６ モリトパラダイス 牡４芦 ５６ 吉田 豊石橋 忠之氏 阿部 新生 三石 金舛 幸夫 ４７８± ０１：５３．２６ １２５．５�
１１ 
 ピンクバンサー 牡５栗 ５７

５６ ☆三浦 皇成榮 義則氏 森 秀行 米 Brereton
C. Jones ５００－ ４１：５３．３クビ ３６．２�

２２ ダイワランスロット 牡４黒鹿５６ 後藤 浩輝大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ５１０＋ ６１：５３．７２� ７．１
３３ マグマカザン 	５栗 ５７ 田中 勝春廣松 金次氏 古賀 慎明 浦河 小倉牧場 ４７６－１２１：５４．２３ １０５．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３２，９７２，１００円 複勝： ４６，９５４，９００円 枠連： ２６，３２５，７００円

普通馬連： １１８，９７９，２００円 馬単： ８８，６６７，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，６４５，６００円

３連複： １１０，７９８，１００円 ３連単： ２２８，３２３，５００円 計： ６８８，６６６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，４５０円 複 勝 � ５００円 � １２０円 � ３６０円 枠 連（６－８） ７３０円

普通馬連 �� ２，２００円 馬 単 �� ７，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８４０円 �� ３，５２０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ８，５５０円 ３ 連 単 ��� ６８，８９０円

票 数

単勝票数 計 ３２９７２１ 的中 � １０６２１（６番人気）
複勝票数 計 ４６９５４９ 的中 � １６０６２（７番人気）� １８６５０３（１番人気）� ２４２２７（６番人気）
枠連票数 計 ２６３２５７ 的中 （６－８） ２６９４７（２番人気）
普通馬連票数 計１１８９７９２ 的中 �� ３９９３１（９番人気）
馬単票数 計 ８８６６７０ 的中 �� ９０２０（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５６４５６ 的中 �� １０６５２（９番人気）�� ２３５４（２９番人気）�� １４５６２（７番人気）
３連複票数 計１１０７９８１ 的中 ��� ９５６６（２７番人気）
３連単票数 計２２８３２３５ 的中 ��� ２４４６（１８２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１１．８―１２．０―１２．６―１３．１―１２．７―１２．５―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．９―３５．７―４７．７―１：００．３―１：１３．４―１：２６．１―１：３８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．１―３F３８．０
１
３
２，７（１０，１２）（１，９）－（５，４）８（３，１１）６・（２，７，１２）（１０，９，１１）（５，４，６）（１，８）３

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

勝馬の
紹 介

ニシノテンカ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Nureyev デビュー ２００６．８．２０ 新潟４着

２００４．４．１８生 牡５黒鹿 母 ニシノディセンシー 母母 ビーマイアリ １５戦３勝 賞金 ３５，０５０，０００円



０００９２ １月２５日 晴 重 （２１中山１）第８日 第８競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００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 � クールフォーマ 牡４鹿 ５６ 内田 博幸川上 哲司氏 坂本 勝美 門別 高山牧場 ５２６－ ４１：１１．１ ３．９�

４７ �� スコルピオンキッス 牝５栗 ５５ 蛯名 正義 �社台レースホース鹿戸 雄一 米 Shadai Farm ４５８－ ２１：１１．２	 ５．２�
３５ � トーセンクロス 牡５鹿 ５７ 吉田 豊島川 �哉氏 小笠 倫弘 米

Robert N. Clay
& Fair Way
Equine, LLC

B５０８＋１４１：１１．３
 ２６．３�
２４ ラ イ カ ー ト 牝５芦 ５５

５４ ☆三浦 皇成 �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 ４７８－ ８１：１１．６２ ３．７�

８１６ アプローズヒーロー 牡５鹿 ５７ 横山 典弘小野 博郷氏 石栗 龍彦 三石 稲葉牧場 ４６０＋ ２ 〃 ハナ ７．０�
３６ � シンボリバッハ �５鹿 ５７ 江田 照男シンボリ牧場 岩戸 孝樹 静内 シンボリ牧場 ５００－ ６１：１１．８１� ２２．７	
８１５ キングオブハイシー 牡５鹿 ５７ 松岡 正海�ミルファーム 手塚 貴久 門別 小西ファーム ４８２－ ２ 〃 クビ ８．６

６１２� シルクランサム 牡５黒鹿５７ 大野 拓弥有限会社シルク牧 光二 豪 Tyreel Thor-

oughbreds ５０８－ ２ 〃 ハナ ５０．７�
７１３ リッシンボス 牡５鹿 ５７

５４ ▲伊藤 工真小原 該一氏 菅原 泰夫 浦河 昭和牧場 B５５０＋ ４１：１１．９	 ８１．９�
５９ エレガントフラッグ 牝４黒鹿 ５４

５１ ▲草野 太郎森口�一郎氏 坂本 勝美 千歳 社台ファーム ４３６－１２１：１２．２２ ２７．３
７１４� マルターズマガン 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝藤田 在子氏 勢司 和浩 米 Darrell Brown

& Lendy Brown B４８２－ ２ 〃 ハナ １３．６�
１１ キングデオキシス 牡５栗 ５７ 高山 太郎嶋田 賢氏 本郷 一彦 静内 服部 牧場 ５０８－ ６１：１２．３クビ ３１６．５�
６１１� シャイニーモス 牡４黒鹿５６ 木幡 初広小林 昌志氏 藤原 辰雄 愛 Masashi

Kobayashi ４７４＋ ８１：１２．５１	 ３７．２�
２３ テラモミリオネ 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹�寺田工務店 柴崎 勇 新冠 森 牧場 B４７８＋ ４１：１２．８１
 １１２．１�
４８ イモータライズ 牡４鹿 ５６ 大庭 和弥島田 久氏 河野 通文 三石 大塚牧場 B４５２－ ４ 〃 ハナ １２４．５�
５１０ ナスノアタック 牡４黒鹿５６ 柴山 雄一�須野牧場 矢野 照正 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 B４６６－ ２１：１３．４３	 １３１．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，６７３，３００円 複勝： ４４，６８９，９００円 枠連： ３４，４２６，７００円

普通馬連： １３１，７８３，８００円 馬単： ８０，２７６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，０３０，１００円

３連複： １３２，５８３，４００円 ３連単： ２２３，０００，３００円 計： ７１３，４６３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １７０円 � ２１０円 � ６８０円 枠 連（１－４） １，１７０円

普通馬連 �� ９７０円 馬 単 �� ２，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� ２，２４０円 �� ２，２８０円

３ 連 複 ��� ７，６２０円 ３ 連 単 ��� ４９，８２０円

票 数

単勝票数 計 ２９６７３３ 的中 � ６０６４５（２番人気）
複勝票数 計 ４４６８９９ 的中 � ８４９１７（１番人気）� ５８１２５（４番人気）� １３２３５（９番人気）
枠連票数 計 ３４４２６７ 的中 （１－４） ２１７２６（６番人気）
普通馬連票数 計１３１７８３８ 的中 �� １００４８８（２番人気）
馬単票数 計 ８０２７６２ 的中 �� ２８２２３（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７０３０１ 的中 �� ２４０８４（２番人気）�� ３８５０（２７番人気）�� ３７８１（２８番人気）
３連複票数 計１３２５８３４ 的中 ��� １２８５７（２６番人気）
３連単票数 計２２３０００３ 的中 ��� ３３０４（１５６番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．３―１２．０―１２．１―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．０―３４．３―４６．３―５８．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�クールフォーマ �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 Roberto

２００５．５．６生 牡４鹿 母 トリムカット 母母 Trim Colony ６戦１勝 賞金 １１，３５０，０００円
初出走 JRA

〔発走状況〕 キングデオキシス号は，枠入り不良。発走時刻２分遅延。
〔調教再審査〕 キングデオキシス号は，発走調教再審査。
※ナスノアタック号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０００９３ １月２５日 晴 良 （２１中山１）第８日 第９競走 ��
��１，８００�

わ か た け

若 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 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

６１０ ケイアイライジン 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 日高 メイプルファーム ５０２－ ２１：４９．７ ５．９�

２２ � モエレオフィシャル 牡３鹿 ５６ 江田 照男西森 鶴氏 高木 登 三石 松本牧場 ５０８－１０ 〃 ハナ ２５４．１�
３４ サトノロマネ 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成里見 治氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ４７６－ ２ 〃 アタマ ７．４�
５８ トレノパズル 牡３鹿 ５６ 横山 典弘廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ４７６－１０１：４９．９１� １３．４�
５７ メイショウパルマ 牡３黒鹿５６ 武 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４９２＋ ２１：５０．０� ２．６�
８１３ トップキングダム 牡３栗 ５６ 田中 勝春�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４５６± ０ 〃 ハナ １０．０	
１１ 	 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 ４６２－ ２１：５０．１� ４．５

６９ 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 ４４２＋ ６１：５０．３１� ５５．６�
３３ ゴールドスパークル 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �社台レースホース手塚 貴久 新ひだか 静内白井牧場 B４２８－１０１：５０．６１� ５９．９�
７１１ マ イ ヨ ー ル 牡３芦 ５６ 藤田 伸二岡田 繁幸氏 清水 利章 新ひだか 乾 皆雄 ４８８± ０１：５１．６６ １２．０
４６ � ブレイブワイズ 牡３芦 ５６ 木幡 初広古澤 秋信氏 佐々木亜良 日高 増尾牧場 ４５２＋ ２ 〃 アタマ ５３１．０�
７１２ マルタカハンター 牡３栗 ５６ 蛯名 正義高橋 義和氏 清水 美波 浦河 大野牧場 B４４８＋ ６１：５１．９２ １６１．１�
８１４� 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 ４５４＋ ４１：５２．７５ ４０２．０�
４５ ロイヤルロード 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝森 保彦氏 池上 昌弘 新ひだか 須甲牧場 ５１６＋ ２１：５３．０１� ２４．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４９，３２６，３００円 複勝： ６８，６４１，８００円 枠連： ３８，４７９，７００円

普通馬連： １９９，８７９，２００円 馬単： １２９，３３１，４００円 ワイド【拡大馬連】： ４８，１１１，１００円

３連複： １８５，４２０，９００円 ３連単： ３９２，７９０，２００円 計： １，１１１，９８０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � ２１０円 � ４，７９０円 � ２７０円 枠 連（２－６） ２６，３２０円

普通馬連 �� ７７，７２０円 馬 単 �� １０５，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８，０８０円 �� ８４０円 �� １２，４５０円

３ 連 複 ��� １５２，０５０円 ３ 連 単 ��� １，３１７，６４０円

票 数

単勝票数 計 ４９３２６３ 的中 � ６６９６２（３番人気）
複勝票数 計 ６８６４１８ 的中 � １０４０６０（３番人気）� ２８９４（１２番人気）� ７１５６０（４番人気）
枠連票数 計 ３８４７９７ 的中 （２－６） １０７９（２９番人気）
普通馬連票数 計１９９８７９２ 的中 �� １８９８（５８番人気）
馬単票数 計１２９３３１４ 的中 �� ９０７（１０４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４８１１１１ 的中 �� ６３５（５９番人気）�� １５０１５（１０番人気）�� ９２４（５５番人気）
３連複票数 計１８５４２０９ 的中 ��� ９００（１５７番人気）
３連単票数 計３９２７９０２ 的中 ��� ２２０（１０１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１１．８―２３．５―３４．９―４７．０―５８．６―１：１１．３―１：２３．８―１：３６．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ケイアイライジン �
�
父 Came Home �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２００８．９．１４ 中山１着

２００６．４．２０生 牡３栗 母 ポストパレード 母母 Spanish Parade ４戦２勝 賞金 ２４，８２８，０００円



０００９４ １月２５日 晴 良 （２１中山１）第８日 第１０競走 ��
��１，６００�

わ か し お

若 潮 賞
発走１５時００分 （芝・右・外）
４歳以上，１，０００万円以下，２０．１．２６以降２１．１．１８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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ２８７，０００円 ８２，０００円 ４１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

６６ クリムゾンベガ 牡５黒鹿５６ 内田 博幸 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４８６－ ２１：３６．０ １．５�

２２ � ジェイドファスト 牡４鹿 ５２ 江田 照男松平 恭司氏 佐藤 吉勝 門別 松平牧場 ４５８－ ６ 〃 クビ ３５．７�
６７ � マルタカエンペラー 牡５鹿 ５４ 木幡 初広高橋 義和氏 清水 美波 新冠 中本 隆志 ４４８－ ２１：３６．２１ １２．４�
５５ スイートカルタゴ 牝４栗 ５２ 田中 勝春シンボリ牧場 石毛 善彦 門別 シンボリ牧場 ４７６＋ ２１：３６．３� ６．１�
７９ ワイルドソニック 牡７栗 ５３ 後藤 浩輝細谷 典幸氏 国枝 栄 早来 ノーザンファーム B５１６＋ ２１：３６．４� １４．１�
１１ 	 トーヨーエーピー 牡６芦 ５４ 柴山 雄一�トーヨークラブ 成島 英春 米

David Houchin, Mrs. J.
G. Jones Sr. & Eleanor
Drake Rose Trust

４８８＋ ６１：３６．５� １１６．１�
８１０� エアムートン 牡７栗 ５５ 吉田 豊 	ラッキーフィールド田村 康仁 鵡川 上水牧場 ４５０± ０１：３６．８１� ４４．７

３３ スズカローズマリー 牝６栗 ５０ 伊藤 直人永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４３２－ ８１：３６．９� ４１．１�
４４ ホ ク レ レ 牝５鹿 ５３ 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス	 後藤 由之 千歳 社台ファーム ４６６－ ６１：３７．１１
 ７．９�
７８ イーサンラヴ 牝５青鹿５２ 大野 拓弥国本 勇氏 松山 将樹 門別 新井 弘幸 ４４６＋１８１：３７．７３� ３７．６
８１１� ミウラリチャード 牡５鹿 ５０ 柄崎 将寿佐藤 明氏 柄崎 孝 新冠 前川 隆範 B５１０＋ ４１：３８．１２� ９７．７�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３８，７４７，１００円 複勝： ７１，０１１，４００円 枠連： ３３，１６７，２００円

普通馬連： １５２，４９７，６００円 馬単： １３１，０６２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４１，９９８，１００円

３連複： １３９，５３４，３００円 ３連単： ４３４，６４３，０００円 計： １，０４２，６６１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ５６０円 � ２００円 枠 連（２－６） ２，８３０円

普通馬連 �� ２，９２０円 馬 単 �� ３，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０４０円 �� ２８０円 �� ２，６８０円

３ 連 複 ��� ６，６９０円 ３ 連 単 ��� ２６，０００円

票 数

単勝票数 計 ３８７４７１ 的中 � ２１４２８２（１番人気）
複勝票数 計 ７１０１１４ 的中 � ４３８９９７（１番人気）� １３０８２（７番人気）� ５１２０１（４番人気）
枠連票数 計 ３３１６７２ 的中 （２－６） ８６７８（１０番人気）
普通馬連票数 計１５２４９７６ 的中 �� ３８５９２（１１番人気）
馬単票数 計１３１０６２６ 的中 �� ２６３９０（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４１９９８１ 的中 �� ９３４４（１２番人気）�� ４３６７１（３番人気）�� ３４３６（２８番人気）
３連複票数 計１３９５３４３ 的中 ��� １５４１０（２２番人気）
３連単票数 計４３４６４３０ 的中 ��� １２３４０（７６番人気）

ハロンタイム １３．２―１１．５―１１．７―１１．７―１２．０―１１．８―１１．７―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．２―２４．７―３６．４―４８．１―１：００．１―１：１１．９―１：２３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．９―３F３５．９

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

勝馬の
紹 介

クリムゾンベガ �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 グルームダンサー デビュー ２００６．１２．１０ 中山２着

２００４．５．６生 牡５黒鹿 母 サンセットバレー 母母 スカーレットリボン ２１戦４勝 賞金 ７７，２０４，０００円
〔制裁〕 トーヨーエーピー号の騎手柴山雄一は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を内側から追い抜こうとしたこと

について戒告。（９番への進路影響）
クリムゾンベガ号の騎手内田博幸は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（９番への進路影響）



０００９５ １月２５日 晴 良 （２１中山１）第８日 第１１競走 ��
��２，２００�第５０回アメリカジョッキークラブカップ（ＧⅡ）

発走１５時３５分 （芝・右・外）
４歳以上；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減，２０．１．２６以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬１�増，２０．１．２５以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳
時の成績を除く）

アメリカジョッキークラブ賞（１着）
賞 品

本 賞 ６０，０００，０００円 ２４，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，０００，０００円 ６，０００，０００円
付 加 賞 ９１０，０００円 ２６０，０００円 １３０，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

２：１０．１
２：１０．１

良

良

３３ ネヴァブション 牡６黒鹿５７ 横山 典弘�ティーエイチ 伊藤 正徳 新冠 早田牧場新
冠支場 ４８４－ ８２：１３．９ ７．０�

５６ エアシェイディ 牡８栗 ５８ 後藤 浩輝 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４９６± ０２：１４．３２� ４．５�
５７ トウショウシロッコ 牡６黒鹿５７ 吉田 豊トウショウ産業� 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４９０＋ ６ 〃 クビ １５．３�
６９ マイネルキッツ 牡６栗 ５７ 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 B４９８＋ ４２：１４．４� ２７．５�
８１２ キングストレイル 牡７黒鹿５７ 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 ５０８＋ ２ 〃 ハナ １１．１�
２２ アルナスライン 牡５鹿 ５７ 武 豊 �サンデーレーシング 松元 茂樹 早来 ノーザンファーム ５４８－ ６２：１４．５� ５．１	
７１０ 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 ４９４＋ ６ 〃 アタマ １０６．５

７１１ ドリームジャーニー 牡５鹿 ５７ 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３４＋ ４２：１５．２４ ３．２�
８１３ チェストウイング 牡８黒鹿５７ 蛯名 正義臼田 浩義氏 秋山 雅一 早来 ノーザンファーム ４４８＋ ６２：１５．５１� １５６．２�
６８ ド ッ ト コ ム 牡４鹿 ５６ 藤田 伸二青山 洋一氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４８８＋ ８２：１５．７１	 ２５．３
４４ メイショウレガーロ 牡５黒鹿５７ 内田 博幸松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４６８± ０２：１５．８� １０．０�
４５ サンツェッペリン 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一加藤 信之氏 斎藤 誠 門別 道見牧場 ４８６± ０２：１６．５４ ４１．１�
１１ ゴーウィズウィンド 牡１０黒鹿５７ 三浦 皇成岡田 牧雄氏 星野 忍 新冠 オートファー

ム �渡 B４８２＋１４２：１６．６� １００．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １５４，４４４，８００円 複勝： １９６，５４９，１００円 枠連： １４５，２９４，０００円

普通馬連： １，０５０，８０８，２００円 馬単： ５５６，０４５，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２１１，３５４，２００円

３連複： ９８９，３４８，５００円 ３連単： ２，３５４，８８１，５００円 計： ５，６５８，７２５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７００円 複 勝 � ２２０円 � １７０円 � ３４０円 枠 連（３－５） １，３５０円

普通馬連 �� １，６５０円 馬 単 �� ３，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５９０円 �� １，１４０円 �� ８３０円

３ 連 複 ��� ５，３４０円 ３ 連 単 ��� ２７，５３０円

票 数

単勝票数 計１５４４４４８ 的中 � １７５０６０（４番人気）
複勝票数 計１９６５４９１ 的中 � ２４２６９０（４番人気）� ３６８８９５（２番人気）� １２９９６０（７番人気）
枠連票数 計１４５２９４０ 的中 （３－５） ７９８７４（５番人気）
普通馬連票数 計１０５０８０８２ 的中 �� ４７１５９５（５番人気）
馬単票数 計５５６０４５５ 的中 �� １１２８９１（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２１１３５４２ 的中 �� ９１３８２（５番人気）�� ４４２６９（１５番人気）�� ６２５９６（１１番人気）
３連複票数 計９８９３４８５ 的中 ��� １３６９６３（２０番人気）
３連単票数 計２３５４８８１５ 的中 ��� ６３１４７（９０番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．８―１２．５―１２．２―１２．７―１２．４―１２．０―１２．１―１１．６―１１．７―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．３―２４．１―３６．６―４８．８―１：０１．５―１：１３．９―１：２５．９―１：３８．０―１：４９．６―２：０１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．９
１
３
１２，５，３，４－２（７，６）（１，９）８，１０，１３，１１・（１２，５）－３，４，２（７，６）９，８（１，１０，１１）１３

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

勝馬の
紹 介

ネヴァブション �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 Mill Reef デビュー ２００５．１０．２ 中山１０着

２００３．２．１９生 牡６黒鹿 母 パールネツクレース 母母 Primatie ２７戦７勝 賞金 ２４８，６１４，０００円



０００９６ １月２５日 晴 重 （２１中山１）第８日 第１２競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時１０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
１：４８．４

重

重

６７ アバレダイコ 牡４栗 ５６ 松岡 正海福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 ５３８＋ ２１：５１．５ ２．０�

７１０ バロズハート 牡４栃栗５６ 後藤 浩輝栗山 良子氏 池上 昌弘 新冠 田渕牧場 ５０６－ ２１：５１．６� ５．９�
５５ シルクスターシップ 牡６芦 ５７ 大野 拓弥有限会社シルク尾形 充弘 静内 千代田牧場 ５１８＋ ６１：５１．９１� １６．２�
６８ � パルジファル 牡６鹿 ５７

５６ ☆三浦 皇成池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム B４８８＋１６ 〃 クビ ３２．４�
２２ � グラスゴッド 牡５栗 ５７

５４ ▲伊藤 工真半沢� 大江原 哲 浦河 中神牧場 ４７２－ ４１：５２．２２ ３９．１�
３３ シベリアンライオン 牡７芦 ５７ 武士沢友治藤田 在子氏 堀井 雅広 門別 天羽 禮治 ５２８＋ ６１：５２．３� １９．５�
４４ マルブツブラボー 牡８青鹿５７ 江田 照男大澤 毅氏 中島 敏文 三石 猪野毛牧場 ４３４＋ ４１：５２．６２ １２４．６	
７９ ホットストック 牡５黒鹿５７ 蛯名 正義 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム B４７２＋ ２ 〃 アタマ ７．３

８１１ ストームタイガー 牡７青鹿５７ 横山 典弘吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４７６＋ ２１：５２．７クビ ５．６�
１１ ユ ウ コ ン 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一小田切有一氏 古賀 慎明 門別 浦新牧場 ４８４＋ ８１：５２．８� １０６．４�
８１２ ベルグミサイル 牡５芦 ５７ 内田 博幸山田 五月氏 斎藤 誠 静内 グランド牧場 ４８４＋ ２ 〃 ハナ １６．５
５６ オーロブライト 牡８鹿 ５７ 大庭 和弥芹澤 精一氏 阿部 新生 浦河 松栄牧場 ５１６－ ２１：５３．１１� １３３．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ５３，３１１，２００円 複勝： ７２，５０４，９００円 枠連： ５４，２７１，７００円

普通馬連： ２３０，４４５，６００円 馬単： １６２，９２２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ５９，９４０，１００円

３連複： ２１７，４０６，０００円 ３連単： ５８７，９００，１００円 計： １，４３８，７０１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � ２１０円 � ３１０円 枠 連（６－７） ３３０円

普通馬連 �� ７２０円 馬 単 �� １，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ６４０円 �� １，５５０円

３ 連 複 ��� ３，２４０円 ３ 連 単 ��� １１，９００円

票 数

単勝票数 計 ５３３１１２ 的中 � ２１９６３４（１番人気）
複勝票数 計 ７２５０４９ 的中 � ３００１１６（１番人気）� ６８７４５（４番人気）� ３８５４３（６番人気）
枠連票数 計 ５４２７１７ 的中 （６－７） １２１３７３（２番人気）
普通馬連票数 計２３０４４５６ 的中 �� ２３６６０９（３番人気）
馬単票数 計１６２９２２２ 的中 �� １０２０３２（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５９９４０１ 的中 �� ５１５３０（３番人気）�� ２２６４５（７番人気）�� ８６３２（１９番人気）
３連複票数 計２１７４０６０ 的中 ��� ４９５４４（１２番人気）
３連単票数 計５８７９００１ 的中 ��� ３６４６９（３８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．９―３６．６―４９．８―１：０２．２―１：１４．５―１：２７．０―１：３８．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．３―３F３７．０
１
３
１０，１２，５，８（２，１１）（３，７）－９，６，１，４
１０（１２，８）（５，１１）（３，７）２，９－（１，４）６

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

勝馬の
紹 介

アバレダイコ �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 キャロルハウス デビュー ２００７．７．１５ 新潟１４着

２００５．４．２８生 牡４栗 母 ジャスミンブリーズ 母母 ハートコンシャス ２２戦３勝 賞金 ５８，７６０，０００円



（２１中山１）第８日 １月２５日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重後良
不良後重

競走回数 １２回 出走頭数 １６３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

２７４，３１０，０００円
１，７１０，０００円
１７，８８０，０００円
２，２１０，０００円
２８，９５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５８，８７６，０００円
４，４３３，０００円
１，６１３，７００円

勝馬投票券売得金
４９６，１３１，５００円
７０７，８１５，８００円
４６５，７９９，９００円
２，３２５，７５９，８００円
１，５０７，８７７，４００円
５８１，７２３，５００円
２，２４７，３７４，７００円
５，０６４，９５６，５００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 １３，３９７，４３９，１００円

総入場人員 ３６，３４７名 （有料入場人員 ３４，０９７名）



平成２１年度 第１回中山競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，３８８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

１，８８２，９６０，０００円
２６，３７０，０００円
１０８，９５０，０００円
１３，７３０，０００円
１８６，８９０，０００円
５８０，０００円
５８０，０００円

４９８，０７２，５００円
３９，６４７，０００円
１３，７３１，３００円

勝馬投票券売得金
３，２９１，５５０，０００円
５，０４７，２５１，９００円
３，７７５，６２０，３００円
１６，００８，０６１，７００円
１０，４００，２４３，１００円
３，９８４，８２３，５００円
１５，７７１，１７１，７００円
３３，９１６，５５３，２００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 ９２，１９５，２７５，４００円

総入場延人員 ２５６，１８２名 （有料入場延人員 ２３９，４９６名）




