
００００１ １月５日 晴 良 （２２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）

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

５１０ エアティアーモ 牝３青鹿５４ 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 ４５６－ ６１：１２．０ ２．２�

１１ ハニーカラー 牝３栗 ５４
５１ ▲伊藤 工真 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４３６± ０１：１３．４９ ８．４�

７１３ ミヤギマジック 牝３青鹿５４ 村田 一誠菅原 光博氏 粕谷 昌央 新冠 武田牧場 ４５２＋１０１：１４．０３� １１．９�
３５ プ ロ ポ ー ズ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司河村 祥史氏 鹿戸 雄一 浦河 吉田 又治 ４６０－ ２ 〃 クビ ４．２�
１２ タマモワルツ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹タマモ� 水野 貴広 新ひだか 曾我 博 ４７０＋ ２１：１４．１クビ ３８．０�
４８ チェックユアハート 牝３鹿 ５４ 内田 博幸 �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 ４２６＋ ６１：１４．３１ ６．０	
３６ ハッピーライフ 牝３栗 ５４ 柴田 善臣江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 浦河 信岡牧場 ４３６－ ２ 〃 クビ ２８．３

６１１ エーシンアマゾーン 牝３栗 ５４ 吉田 豊�栄進堂 畠山 吉宏 浦河 有限会社

吉田ファーム ４７０＋ ８１：１４．４クビ ２７．０�
２３ ビジュートップス 牝３黒鹿５４ 的場 勇人�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 ４２４－１２１：１５．１４ ２０７．８�
４７ プリモウェーブ 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝熊坂 俊一氏 大竹 正博 新冠 村上 欽哉 ４６０＋ ８１：１５．２� １４６．７
７１４ タマモキャンディ 牝３青鹿５４ 中舘 英二タマモ� 清水 英克 新冠 対馬 正 ４４４＋ ８１：１５．４１� ６２．２�
８１６ トップクィーン 牝３青鹿５４ 武士沢友治�宮内牧場 中野渡清一 浦河 宮内牧場 ４４４＋ ２ 〃 クビ １６９．６�
６１２ プリトヴィツェ 牝３栗 ５４ 小野 次郎 �スピードファーム 和田 正道 新ひだか 及川 ミツ子 ４３０＋ ８１：１５．５クビ ２６８．９�
２４ マキシムクローバー 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成小田 廣美氏 石栗 龍彦 日高 大沢育成牧場 ４２８－ ４１：１５．６� ２１．２�
８１５ デルマドミティア 牝３鹿 ５４ 伊藤 直人浅沼 廣幸氏 小林 常泰 日高 ファニーヒルファーム ４３４± ０１：１５．８１� １９６．１�
５９ バ シ タ ッ プ 牝３鹿 ５４ 高橋 智大石橋 英郎氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４０６＋ ４１：１６．０１� ３９５．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，５０２，０００円 複勝： ２８，０９０，２００円 枠連： １４，２１８，６００円

普通馬連： ５９，４３７，６００円 馬単： ４２，４９６，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，１２８，９００円

３連複： ７５，２８６，７００円 ３連単： １１７，９５７，４００円 計： ３７４，１１７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � ２００円 � ２８０円 枠 連（１－５） ７９０円

普通馬連 �� ９２０円 馬 単 �� １，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ５００円 �� １，１３０円

３ 連 複 ��� ２，７４０円 ３ 連 単 ��� ９，４３０円

票 数

単勝票数 計 １４５０２０ 的中 � ５３２５２（１番人気）
複勝票数 計 ２８０９０２ 的中 � ８６３１２（１番人気）� ３３１２４（３番人気）� １９３７３（５番人気）
枠連票数 計 １４２１８６ 的中 （１－５） １３２８４（３番人気）
普通馬連票数 計 ５９４３７６ 的中 �� ４７９４８（３番人気）
馬単票数 計 ４２４９６０ 的中 �� ２４１４８（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２１２８９ 的中 �� １５２９４（３番人気）�� １１０３９（６番人気）�� ４４５４（１５番人気）
３連複票数 計 ７５２８６７ 的中 ��� ２０３３０（８番人気）
３連単票数 計１１７９５７４ 的中 ��� ９２３７（２３番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．６―１１．６―１２．３―１２．５―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．４―３４．０―４６．３―５８．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エアティアーモ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ニホンピロウイナー デビュー ２００９．１２．１３ 中山２着

２００７．２．２８生 牝３青鹿 母 エアコゼット 母母 ド ッ フ ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 フジマサオーシャン号



００００２ １月５日 晴 良 （２２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
１：４７．８

重

重

３５ ブレイクチャンス 牡３鹿 ５６ 田中 勝春齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４７８± ０１：５６．８ １０．０�

７１３ カロルバンダム 牡３黒鹿５６ 内田 博幸山科 統氏 国枝 栄 浦河 バンダム牧場 ５０６＋ ６１：５７．５４ １．７�
８１６ フレンチビスティー 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹備前島敏子氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ４４４＋ ４１：５８．６７ ２８．６�
３６ トーセンヤッテキタ 牡３栗 ５６ 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 B５１２＋ ６１：５８．９１� １６８．６�
５９ テイクザファントム 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝水上 行雄氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 B５０８－ ６ 〃 ハナ １３．６�
４８ ベルモントパルキア 牡３鹿 ５６ A．クラストゥス �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム ４８０＋ ６１：５９．４３ １４．０	
（仏）

４７ スズダグラス 牡３栗 ５６ 北村 宏司小紫 芳夫氏 鈴木 伸尋 新ひだか 小河 豊水 ４７６－ ４１：５９．６１� ４８．０

１２ シャインオブロード 牡３芦 ５６

５３ ▲丸山 元気皆川 博文氏 根本 康広 千歳 社台ファーム ５１０＋ ２２：００．５５ ３８５．５�
５１０ オペラオーカン 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成吉田都枝江氏 堀井 雅広 浦河 グラストレーニ

ングセンター B４８０－ ４ 〃 アタマ ８．９�
７１４ メジロクリントン 牡３栗 ５６ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ５１４－ ４２：００．７１� ５．２
２４ マイネルネオハート 牡３黒鹿５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 中田 英樹 ４４６＋ ２２：００．９１� １８１．８�
１１ マルブツダンスイン 牡３栗 ５６ 木幡 初広大澤 毅氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 B４９６＋ ６２：０１．４３ １６５．０�
６１２ サチノプレンティ 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥佐藤 幸彦氏 田島 俊明 新冠 新冠伊藤牧場 ４８８＋ ２２：０２．０３� ３４２．２�
６１１ コウギョウロブロイ 牡３栗 ５６ 小島 太一菊地 捷士氏 小島 太 新ひだか 藤本牧場 ４９６＋ ６２：０４．２大差 ２１０．８�
８１５ シュプスタンス 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介野村 茂雄氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 B４６６＋ ２２：０４．６２� ５８．４�
２３ リネンダイドウ 牡３栗 ５６ 田辺 裕信戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 B４４８＋ ２２：０５．８７ １９７．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，５８５，６００円 複勝： ３３，３１８，６００円 枠連： １９，５６９，７００円

普通馬連： ５７，５６１，２００円 馬単： ４７，１７３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，６４３，３００円

３連複： ７１，０１０，２００円 ３連単： １１４，５０７，４００円 計： ３８２，３６９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０００円 複 勝 � ２６０円 � １１０円 � ４１０円 枠 連（３－７） ７１０円

普通馬連 �� ８９０円 馬 単 �� ３，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� ２，２３０円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� ５，７３０円 ３ 連 単 ��� ４０，８９０円

票 数

単勝票数 計 １８５８５６ 的中 � １４６８９（４番人気）
複勝票数 計 ３３３１８６ 的中 � ２２５０１（５番人気）� １５６６０７（１番人気）� １２０４６（７番人気）
枠連票数 計 １９５６９７ 的中 （３－７） ２０６１２（３番人気）
普通馬連票数 計 ５７５６１２ 的中 �� ４８０８３（３番人気）
馬単票数 計 ４７１７３７ 的中 �� １１４０９（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０６４３３ 的中 �� １１２０２（４番人気）�� ２１３８（２４番人気）�� ５８９２（９番人気）
３連複票数 計 ７１０１０２ 的中 ��� ９１５４（１９番人気）
３連単票数 計１１４５０７４ 的中 ��� ２０６７（１２３番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．７―１２．５―１３．０―１３．０―１３．２―１３．７―１３．３―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．４―３６．９―４９．９―１：０２．９―１：１６．１―１：２９．８―１：４３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．９―３F４０．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ブレイクチャンス �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 Smart Strike デビュー ２００９．７．１８ 新潟３着

２００７．５．１３生 牡３鹿 母 コートアウト 母母 Azhaar ５戦１勝 賞金 ８，８５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サチノプレンティ号・コウギョウロブロイ号・シュプスタンス号・リネンダイドウ号は，平成２２年２月

５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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 スマートイーグル号・ムンキンナンティ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



００００３ １月５日 晴 良 （２２中山１）第１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

２２ マスタールティア 牝３鹿 ５４ 中舘 英二村山 卓也氏 柴崎 勇 新冠 細川農場 ４７４＋ ４１：１３．１ １０．５�

６１１ メイショウセキトバ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘松本 好雄氏 小島 太 浦河 太陽牧場 ５０４－ ４１：１３．７３� ３．８�
３５ � ワンナップアイテム 牡３栃栗５６ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 加 Mark Casse ４９４± ０１：１４．０２ １．９�
７１３ シャイニーグルーム 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝小林 昌志氏 和田 正道 新ひだか カタオカフアーム ４６０＋１６ 〃 ハナ ４４．０�
４７ ダ イ キ リ ー 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成齊藤四方司氏 土田 稔 日高 下河辺牧場 ５２６－ ４ 〃 クビ ７．０�
３４ サンパチェンス 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一南 �幸氏 高木 登 浦河 目名太山口

牧場 ４６２－ ２１：１４．２１� １１．７�
８１５ キングリョウガ 牡３栗 ５６

５５ ☆宮崎 北斗増田 陽一氏 田島 俊明 青森 イズモリファーム ４６６＋１４１：１４．６２� ２９９．４	
５９ リリーマルレーン 牝３栗 ５４

５１ ▲丸山 元気伊達 敏明氏 伊藤 圭三 日高 サンシャイン
牧場 ４３６＋ ２１：１４．９２ １９６．４


６１０ エルボラーチョ 牡３黒鹿５６ 木幡 初広櫻井 盛夫氏 佐藤 吉勝 新冠 隆栄牧場 ４６４＋ ６１：１５．１１ ２１０．９�
７１２ センスオブワンダー 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥�日進牧場 牧 光二 浦河 日進牧場 ４５６＋ ８１：１５．３１� ３５．８
５８ ナロウエスケープ 牝３鹿 ５４ 田中 博康北所 直人氏 佐藤 全弘 新冠 隆栄牧場 ４２２－ ８ 〃 ハナ ３７１．９�
４６ カンタベリーナナ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真峰 哲馬氏 鈴木 勝美 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４０８－１０ 〃 アタマ １８８．０�

１１ ビンテージワイン 牡３鹿 ５６
５３ ▲草野 太郎平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４６８± ０１：１５．５１� １２８．０�

８１４ ユウキサンオーラ 牝３鹿 ５４ 郷原 洋司ちきり組合 郷原 洋行 新ひだか クドウファーム ４１４＋ ４１：１５．６クビ ２６．９�
２３ イーストダンデイ 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信中山 速水氏 浅野洋一郎 日高 インターナショ

ナル牧場 ４７２－ ６ 〃 アタマ ３０９．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，７４３，３００円 複勝： ３０，７６８，０００円 枠連： １９，６６８，１００円

普通馬連： ６４，５６１，７００円 馬単： ５１，６３５，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，２７８，２００円

３連複： ７４，９８５，２００円 ３連単： １３２，３６３，０００円 計： ４１４，００３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０５０円 複 勝 � １９０円 � １３０円 � １１０円 枠 連（２－６） １，８００円

普通馬連 �� １，５５０円 馬 単 �� ４，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� ３１０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� ９００円 ３ 連 単 ��� １２，３１０円

票 数

単勝票数 計 １７７４３３ 的中 � １３３３４（４番人気）
複勝票数 計 ３０７６８０ 的中 � ２６１７２（４番人気）� ５０６２１（２番人気）� １３７５８３（１番人気）
枠連票数 計 １９６６８１ 的中 （２－６） ８０９８（７番人気）
普通馬連票数 計 ６４５６１７ 的中 �� ３０８４０（６番人気）
馬単票数 計 ５１６３５７ 的中 �� ８１７３（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２２７８２ 的中 �� １１０３８（６番人気）�� １７０５６（３番人気）�� ３４９６０（１番人気）
３連複票数 計 ７４９８５２ 的中 ��� ６２０４９（３番人気）
３連単票数 計１３２３６３０ 的中 ��� ７９３７（３８番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．９―１１．６―１２．３―１２．６―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．７―３４．３―４６．６―５９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マスタールティア �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００９．８．２３ 札幌１０着

２００７．４．１３生 牝３鹿 母 ウインデンファーレ 母母 リーガルジョイ ５戦１勝 賞金 ７，０５０，０００円
※出走取消馬 ダイヤモンドイエロ号（疾病〔左寛跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 アッサリネ号・ケイアイカミノユメ号・ユウミホープ号



００００４ １月５日 晴 良 （２２中山１）第１日 第４競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１１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
１：４７．８

重

重

７１３� キャプテンルビー 牡５芦 ５７ 蛯名 正義�ターフ・スポート佐々木亜良 三石 ダイイチ牧場 B４８２＋２２１：５５．１ ２５．８�

１２ キッズアプローズ 牡４鹿 ５６ 田中 勝春瀬谷 �雄氏 牧 光二 早来 ノーザンファーム ４９６＋ ２ 〃 ハナ ３．８�
３５ シルクエンデバー 牡５黒鹿５７ 柴田 善臣有限会社シルク上原 博之 門別 ヤナガワ牧場 ５０８＋１６１：５５．８４ １７．７�
１１ �� ホウショウアマネ 牝５芦 ５５ 内田 博幸芳賀 吉孝氏 武藤 善則 米 Green

Gates Farm ４８８± ０１：５５．９クビ ３．５�
４７ サクラルーラー 牡４鹿 ５６ 村田 一誠�さくらコマース小島 太 新ひだか 新和牧場 ５３８＋１６ 〃 ハナ １９．５	
６１２ ハリマノワタリドリ 牡４栗 ５６ 安藤 勝己福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 ４６２－ ２１：５６．２２ ３．２

２３ � ロードカイザー 牡４鹿 ５６ 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 河野 通文 新冠 イワミ牧場 ４６０＋１４１：５６．６２	 １１．３�
７１４ トゥルーボーン 牡４鹿 ５６ 木幡 初広小池 憲章氏 土田 稔 静内 岡田 隆志 ５１２＋１２１：５６．７クビ ２５．０�
５９ シルクライトアップ 牡４栗 ５６ 鈴来 直人有限会社シルク畠山 重則 静内 畠山牧場 ４４２＋ ２１：５６．８	 ２２８．５
５１０ サクラリーバポート 牡５鹿 ５７ 田中 博康�さくらコマース勢司 和浩 静内 伊藤 敏明 ４６４－ ２１：５７．０１ １２．７�
８１６ マキハタセンシブル 牝６鹿 ５５

５４ ☆宮崎 北斗�槇本牧場 佐藤 全弘 門別 槇本牧場 ４１８＋ ３１：５７．７４ ３９１．２�
８１５� ビービーライナー 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲伊藤 工真�坂東牧場 境 征勝 平取 高橋 啓 B４９４＋１２ 〃 クビ １９８．０�
３６ � ホーカーシーホーク 牡４黒鹿５６ 武士沢友治石川 幸司氏 保田 一隆 新ひだか 曾我 博 B４４６＋ ２１：５８．４４ ３０８．９�
２４ � リバーミラクル 牡５栗 ５７ 郷原 洋司河越 武治氏 郷原 洋行 門別 道見牧場 ５４０＋ ２ 〃 ハナ ２２０．６�
６１１ エアパグナス 牡４鹿 ５６ 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 ４４４－ ２ 〃 アタマ ３７．９�
４８ � チーフヴァージニア 牝５黒鹿５５ 高山 太郎篠木 俊二氏 佐藤 全弘 福島 篠木牧場 ４４８＋ ５１：５９．５７ ３５７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，８１１，８００円 複勝： ２６，８００，０００円 枠連： ２７，０９３，２００円

普通馬連： ７５，７３３，１００円 馬単： ５２，６３２，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，９７４，３００円

３連複： ８４，５６９，８００円 ３連単： １３３，２１６，２００円 計： ４４２，８３０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，５８０円 複 勝 � ６１０円 � ２１０円 � ４２０円 枠 連（１－７） １，４７０円

普通馬連 �� ８，４７０円 馬 単 �� ２４，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，９２０円 �� ２，８４０円 �� １，０９０円

３ 連 複 ��� １９，０６０円 ３ 連 単 ��� ２０１，４７０円

票 数

単勝票数 計 １８８１１８ 的中 � ５７６３（９番人気）
複勝票数 計 ２６８０００ 的中 � １０２１９（８番人気）� ４０５５４（３番人気）� １５８８９（６番人気）
枠連票数 計 ２７０９３２ 的中 （１－７） １３６８４（５番人気）
普通馬連票数 計 ７５７３３１ 的中 �� ６５９９（２６番人気）
馬単票数 計 ５２６３２１ 的中 �� １５６６（６３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３９７４３ 的中 �� １９９３（３３番人気）�� ２０５３（３１番人気）�� ５５９２（１３番人気）
３連複票数 計 ８４５６９８ 的中 ��� ３２７５（６０番人気）
３連単票数 計１３３２１６２ 的中 ��� ４８８（４５８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．５―３７．６―５０．７―１：０３．６―１：１６．３―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４F５１．５―３F３８．８
１
３
６，２（１，１３）－３（５，１１）（７，１４）（４，９）（８，１０）１２－（１６，１５）
６，２（１，１３）（３，７，１１，１４）（５，９，１２，１０）－（４，８）－（１６，１５）

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

勝馬の
紹 介

�キャプテンルビー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 トウシヨウボーイ

２００５．５．１生 牡５芦 母 ダイイチルビー 母母 ハギノトツプレデイ ９戦１勝 賞金 ７，９００，０００円
初出走 JRA

※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 アンブロークン号・リリーオブザバリー号



００００５ １月５日 晴 良 （２２中山１）第１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

３６ エーブチェアマン 牡３黒鹿５６ 横山 典弘 �レーシングホース
ジャパン 清水 利章 様似 様似渡辺牧場 ４２６± ０２：０２．１ ５．９�

６１１ ナイスオペラ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義戸部 洋氏 谷原 義明 新ひだか 元茂牧場 ５００＋ ２２：０２．２� ６．７�
１１ � コスモメドウ 牡３鹿 ５６ A．クラストゥス �ビッグレッドファーム 畠山 重則 愛 Abergwaun

Farms ４６４± ０ 〃 クビ １８．１�
（仏）

７１３ ネオサクセス 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹秋場 清�氏 鈴木 勝美 浦河 秋場牧場 ４７２－ ６２：０２．３クビ ７．６�
５１０ ジェットヴォイス 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人本間 茂氏 石毛 善彦 日高 新井 昭二 ４９６＋２４ 〃 クビ ６４．７	
６１２ ナゲットスマイル 牡３黒鹿５６ 北村 宏司竹本いずみ氏 松山 将樹 むかわ 新井牧場 ４４６＋ ６２：０２．４クビ １０．８

７１４ メイプルスターオー 牡３栗 ５６ 木幡 初広本杉 芳郎氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４８６± ０２：０２．９３ １７．０�
３５ ト ー ア レ オ 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成高山ランド� 上原 博之 豊浦トーア牧場 ４７８－ ２２：０３．１１� ５．６�
４７ デアケーニヒ 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己 �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 ４８０－ ８２：０４．１６ ３．３
２４ トゥモローカフェ 牝３黒鹿５４ 藤田 伸二西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 ４２２－１０２：０４．４２ １５．２�
１２ タマモドリーム 牝３栗 ５４

５１ ▲伊藤 工真タマモ� 手塚 貴久 浦河 ミルファーム ４２４－ ６２：０４．５クビ １７３．２�
８１５ トモエジョー 牡３芦 ５６ 石橋 脩河内 孝夫氏 伊藤 伸一 新冠 大狩部牧場 ５００－１４２：０５．０３ １１１．６�
５９ カツヨスペシャル 牝３黒鹿５４ 嘉藤 貴行丹羽 茂文氏 高橋 義博 浦河 谷口牧場 ４４０－ ２２：０５．８５ ２５９．８�
８１６ スマートクロノス 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介大川 徹氏 栗田 博憲 新ひだか 西村 和夫 ４７０± ０２：０７．０７ ６０．５�

（１４頭）
２３ ネオヴェリーブル 牡３鹿 ５６ 田中 博康小林 仁幸氏 斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ― （出走取消）

４８ キャプテンハッチ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣田中 八郎氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １９，０５４，１００円 複勝： ３１，５９１，１００円 枠連： ２８，９９５，１００円

普通馬連： ７２，７３０，７００円 馬単： ４９，５７２，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，２５５，７００円

３連複： ８６，０３１，８００円 ３連単： １４６，１００，０００円 計： ４５９，３３０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � ２３０円 � ２１０円 � ５７０円 枠 連（３－６） ５４０円

普通馬連 �� １，６９０円 馬 単 �� ３，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� ２，０８０円 �� １，７８０円

３ 連 複 ��� １２，８１０円 ３ 連 単 ��� ６７，８６０円

票 数

単勝票数 計 １９０５４１ 的中 � ２５７７９（３番人気）
複勝票数 計 ３１５９１１ 的中 � ３８８１０（４番人気）� ４６０９０（２番人気）� １２０８８（９番人気）
枠連票数 計 ２８９９５１ 的中 （３－６） ３９６８９（２番人気）
普通馬連票数 計 ７２７３０７ 的中 �� ３１９００（５番人気）
馬単票数 計 ４９５７２３ 的中 �� １１２９７（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５２５５７ 的中 �� １１５８８（５番人気）�� ２８８３（３１番人気）�� ３３８６（２７番人気）
３連複票数 計 ８６０３１８ 的中 ��� ４９５９（５２番人気）
３連単票数 計１４６１０００ 的中 ��� １５８９（２５６番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１２．６―１２．０―１２．６―１２．４―１２．４―１２．３―１２．２―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．１―３５．７―４７．７―１：００．３―１：１２．７―１：２５．１―１：３７．４―１：４９．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．４―３F３７．０
１
３

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

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

エーブチェアマン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１１．２２ 東京４着

２００７．３．２５生 牡３黒鹿 母 ビックリバコ 母母 サマニベッピン ３戦１勝 賞金 ６，６００，０００円
〔出走取消〕 ネオヴェリーブル号は，疾病〔右後球節部挫創〕のため出走取消。

キャプテンハッチ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔発走状況〕 スマートクロノス号は，発走地点で馬装整備。

ネオサクセス号は，枠入り不良。
発走時刻８分遅延。

〔調教再審査〕 ネオサクセス号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 アマゾニアン号・サベラージュ号・セイカディーバ号・ラブキンバリー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



００００６ １月５日 晴 良 （２２中山１）第１日 第６競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時４０分 （芝・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

１：５８．５
１：５６．４

良

良

４５ サンテミリオン 牝３黒鹿５４ 内田 博幸吉田 照哉氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４６４ ―２：０６．１ ３．６�

６９ クォークスター 牡３栗 ５６ 柴田 善臣 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム ４９８ ―２：０６．３１� ４．８�
８１３ アールディスタンス 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義星野 良二氏 鹿戸 雄一 日高 いとう牧場 ４４２ ―２：０６．５１� ８．０�
５７ カズノタイショウ 牡３栗 ５６ 吉田 豊鈴木 可一氏 小笠 倫弘 新ひだか フジワラフアーム ４６４ ―２：０６．６� １４．５�
１１ アドマイヤキャロル 牝３黒鹿５４ 横山 典弘近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４７８ ―２：０６．８１� ３．７�
４６ スマートバルカン 牡３栗 ５６ 藤田 伸二大川 徹氏 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド ５１０ ―２：０７．２２� １３．０�
６１０ ス ー ザ 牡３栗 ５６ 北村 宏司田島榮二郎氏 嶋田 功 新ひだか パラダイス・ファーム ４９０ ―２：０７．３� ５９．７	
５８ ニシノプレミアム 牡３黒鹿５６ 村田 一誠西山 茂行氏 奥平 雅士 むかわ 西山牧場 B４９２ ―２：０７．４� ５３．３

２２ オンラッシュ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか へいはた牧場 ４９６ ―２：０７．７１� １３４．９�
３４ サマーブルーヘブン 牝３青 ５４ 田中 博康セゾンレースホース� 斎藤 誠 新冠 秋田牧場 ４７０ ― 〃 クビ ２４．１
３３ ヘッドラインレディ 牝３鹿 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 牧 光二 新ひだか 三石橋本牧場 B４４０ ―２：０７．８� １３７．１�
７１２ フ ァ ウ ス ト 牡３黒鹿５６ 小林 淳一内藤 好江氏 鈴木 勝美 新ひだか 荒谷 英俊 ４４４ ― 〃 クビ １５２．８�
８１４ トウカイイーグル 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝内村 正則氏 中村 均 平取 二風谷ファーム ４８２ ―２：０８．０１� ８．７�
７１１ タマモトランペット 	３鹿 ５６ 吉田 隼人タマモ� 伊藤 圭三 新冠 新冠伊藤牧場 B５３２ ―２：０９．７大差 ６３．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，１７１，７００円 複勝： ２６，３６４，７００円 枠連： ２５，９０９，２００円

普通馬連： ６９，３２８，６００円 馬単： ４９，６１９，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，７７８，０００円

３連複： ７４，２０４，６００円 ３連単： １１５，６３２，３００円 計： ４０１，００８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １５０円 � １６０円 � ２１０円 枠 連（４－６） ５９０円

普通馬連 �� ９２０円 馬 単 �� １，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ５９０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ２，０１０円 ３ 連 単 ��� ７，６８０円

票 数

単勝票数 計 １９１７１７ 的中 � ４２８７１（１番人気）
複勝票数 計 ２６３６４７ 的中 � ５４３２９（１番人気）� ４４２５７（３番人気）� ２９７１７（４番人気）
枠連票数 計 ２５９０９２ 的中 （４－６） ３２６１１（２番人気）
普通馬連票数 計 ６９３２８６ 的中 �� ５６２０８（３番人気）
馬単票数 計 ４９６１９４ 的中 �� ２３１１４（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０７７８０ 的中 �� １３８２６（３番人気）�� ８４１５（６番人気）�� ９０９８（５番人気）
３連複票数 計 ７４２０４６ 的中 ��� ２７３４２（４番人気）
３連単票数 計１１５６３２３ 的中 ��� １１１２５（１０番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．７―１４．２―１３．７―１３．８―１２．８―１１．９―１１．８―１２．０―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．５―３８．７―５２．４―１：０６．２―１：１９．０―１：３０．９―１：４２．７―１：５４．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンテミリオン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Last Tycoon 初出走

２００７．１．３０生 牝３黒鹿 母 モ テ ッ ク 母母 Sudaka １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時４５分に変更。



００００７ １月５日 晴 良 （２２中山１）第１日 第７競走 ��１，２００�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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

４８ タマモハーバー 牡４黒鹿５６ 中舘 英二タマモ� 清水 英克 新冠 対馬 正 ４５４－ ６１：１２．３ １１．１�

３５ ザ ド ラ イ ブ 牡４栗 ５６ 内田 博幸 �千葉パブリックゴ
ルフコース 斎藤 誠 日高 沖田牧場 ４７０＋ ４１：１２．４� ４．１�

６１２ レグルスハート 牡４黒鹿５６ 柴田 善臣中江 隆一氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 B４９４＋ ２１：１２．６� ５．９�
２３ ダイワフラッグ 牡４鹿 ５６ 蛯名 正義大城 敬三氏 田中 清隆 静内 服部 牧場 B５２０－ ４１：１２．９２ １．９�
７１４ オースミビーナス 牝５鹿 ５５

５２ ▲丸山 元気�オースミ 菅原 泰夫 門別 合資会社カ
ネツ牧場 ４６８＋ ８ 〃 ハナ ２６４．７�

７１３ ノボパガーレ 牡４栗 ５６ 三浦 皇成�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ４８４－ ２１：１３．０� １４．７�
５９ � リリーザサン 牡５栗 ５７ 武士沢友治	谷川牧場 石栗 龍彦 浦河 谷川牧場 ５１２＋ ６ 〃 クビ ３２．５

８１６ ラッキーフラワー 牝４青 ５４ 木幡 初広西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム ４１４＋１２１：１３．２１� ８８．５�
６１１ ベルファスト 牝６鹿 ５５ 小林 淳一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 清水 英克 静内 塚尾牧場 ４３０－ ４１：１３．３� ２０４．３�
２４ シルクバクシン 牡４黒鹿５６ 田辺 裕信有限会社シルク小西 一男 新ひだか 見上牧場 ４７６＋ ４１：１３．４� ６６．５
３６ ファーストメジャー 牡４黒鹿５６ 石橋 脩本間 茂氏 柴田 政人 平取 黒川 賢司 ４７４＋ ２１：１３．５� ２８．２�
５１０� サウスジャック 	５栗 ５７ 大野 拓弥南波 壽氏 武藤 善則 門別 鹿戸 武光 B４７２± ０１：１３．７１� １５２．０�
８１５ ショウナンサミット 牡４栗 ５６ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６＋１２１：１４．３３� ３８．４�
４７ カシノレッド 牝５鹿 ５５ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 笹島 政信 ４７４－１０１：１４．５１� ２３０．８�
１２ � フェアームーラン 牡５青鹿５７ 吉田 隼人キャピタルクラブ 秋山 雅一 浦河 小葉松 幸雄 ４９２＋１７ 〃 クビ １７０．９�
１１ カシノブシドー 牡４鹿 ５６ 西田雄一郎柏木 務氏 天間 昭一 浦河 杵臼斉藤牧場 ４９２＋ ６１：１５．１３� ３２２．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，４６２，２００円 複勝： ３６，８０９，３００円 枠連： ２３，２０４，６００円

普通馬連： ８１，９４３，８００円 馬単： ６５，１４１，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，４２４，１００円

３連複： ９５，２９０，４００円 ３連単： １７３，８４９，２００円 計： ５２５，１２５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１１０円 複 勝 � ３６０円 � ２００円 � ２２０円 枠 連（３－４） １，９５０円

普通馬連 �� ２，０００円 馬 単 �� ５，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７３０円 �� ９４０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� ３，６００円 ３ 連 単 ��� ２６，２５０円

票 数

単勝票数 計 ２１４６２２ 的中 � １５３２５（４番人気）
複勝票数 計 ３６８０９３ 的中 � ２３２８６（５番人気）� ５４５７６（２番人気）� ４６０４９（３番人気）
枠連票数 計 ２３２０４６ 的中 （３－４） ８７９２（７番人気）
普通馬連票数 計 ８１９４３８ 的中 �� ３０３２９（６番人気）
馬単票数 計 ６５１４１４ 的中 �� ９０８７（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７４２４１ 的中 �� ９１１６（７番人気）�� ６９４４（１１番人気）�� １５１２３（５番人気）
３連複票数 計 ９５２９０４ 的中 ��� １９５８０（１１番人気）
３連単票数 計１７３８４９２ 的中 ��� ４８８８（７４番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．５―１１．４―１２．１―１２．５―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．４―３３．８―４５．９―５８．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモハーバー �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．２．２８ 中山１着

２００６．３．１７生 牡４黒鹿 母 ハイドザキャンディ 母母 ハイドアンドシーク ９戦２勝 賞金 １６，２４０，０００円
※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） ３頭 キングオブハイシー号・ケイアイマッシブ号・スプラッシュエンド号
（非抽選馬） １頭 ネイチャーグロウ号



００００８ １月５日 晴 良 （２２中山１）第１日 第８競走 ��
��１，８００�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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

７１２ ドリームマイスター 牡５鹿 ５７ 内田 博幸セゾンレースホース� 畠山 吉宏 静内 藤川フアーム ５２０＋ ６１：５５．１ ４．２�

３４ シルクイーグル 牡５鹿 ５７ 柄崎 将寿有限会社シルク尾形 充弘 門別 ヤナガワ牧場 ４９８＋ ６１：５５．２� １４．９�
４６ ユニヴァースガイ 牡４栗 ５６ 柴田 善臣横瀬 兼二氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５０４－ ８１：５５．４１� １１．３�
４５ 	 エーシントゥルボー 牝６鹿 ５５ 吉田 豊�栄進堂 大久保洋吉 米 Winches-

ter Farm ５２８－ ２ 〃 クビ ５．０�
６９ シルクプレスト 
６鹿 ５７ 大野 拓弥有限会社シルク星野 忍 早来 ノーザンファーム ５２０－ ２１：５５．６１� ３．８�
８１３ タイキジャガー 牡４鹿 ５６ 吉田 隼人�大樹ファーム 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４７４＋ ２ 〃 アタマ ７．３	
５８ ディアーウィッシュ 牡６鹿 ５７ 三浦 皇成臼田 浩義氏 秋山 雅一 早来 ノーザンファーム ５２６＋ ６１：５５．８１� １６．２

８１４� グラスゴッド 牡６栗 ５７

５４ ▲伊藤 工真半沢� 大江原 哲 浦河 中神牧場 ４８０－ ２１：５５．９クビ ５９．５�
２２ マイネルハヤト 牡６青鹿５７ 田辺 裕信 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小西 一男 静内 上野 正恵 B５０６＋ ６１：５６．０� ８９．１�
３３ ベルグミサイル 牡６芦 ５７ 田中 勝春山田 五月氏 保田 一隆 静内 グランド牧場 ４９２＋１４ 〃 クビ ３２．２
７１１ コスモフォース 牡４鹿 ５６ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 様似 土井 仁 ５１２＋ ６１：５６．３１� ８．０�
５７ カネスアドラシオン 牡４黒鹿 ５６

５３ ▲丸山 元気杉澤 光雄氏 根本 康広 新冠 ムラカミファーム ４８４＋１０１：５６．６１� １７３．９�
１１ シベリアンライオン 牡８芦 ５７ 勝浦 正樹藤田 在子氏 堀井 雅広 門別 天羽 禮治 ５１２－ ４１：５６．７クビ １３６．４�
６１０ マチカネオオバン 牡８栗 ５７ 中舘 英二細川 益男氏 田村 康仁 新冠 細川農場 ４９０＋ ４１：５７．７６ ２９０．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２１，５１２，２００円 複勝： ４０，５７３，９００円 枠連： ３１，４７９，０００円

普通馬連： １１０，９０２，４００円 馬単： ６５，８８２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，０１８，９００円

３連複： １１５，５０４，４００円 ３連単： １８８，１７３，３００円 計： ６０６，０４６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １９０円 � ４５０円 � ３５０円 枠 連（３－７） １，４３０円

普通馬連 �� ３，４５０円 馬 単 �� ５，７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２４０円 �� ８８０円 �� ２，０７０円

３ 連 複 ��� １０，７８０円 ３ 連 単 ��� ５１，２１０円

票 数

単勝票数 計 ２１５１２２ 的中 � ４０５６３（２番人気）
複勝票数 計 ４０５７３９ 的中 � ７１５９０（３番人気）� ２０９２９（７番人気）� ２８７１５（６番人気）
枠連票数 計 ３１４７９０ 的中 （３－７） １６２８２（７番人気）
普通馬連票数 計１１０９０２４ 的中 �� ２３７８１（１７番人気）
馬単票数 計 ６５８８２５ 的中 �� ８４３０（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２０１８９ 的中 �� ６３６８（１７番人気）�� ９２５５（１１番人気）�� ３７２４（２９番人気）
３連複票数 計１１５５０４４ 的中 ��� ７９０８（４３番人気）
３連単票数 計１８８１７３３ 的中 ��� ２７１２（１８５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．５―３７．７―５１．０―１：０３．７―１：１６．５―１：２９．４―１：４１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．４―３F３８．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ドリームマイスター �
�
父 アジュディケーティング �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ デビュー ２００７．１２．８ 中山１着

２００５．４．１４生 牡５鹿 母 オリミツキネン 母母 ウ サ ロ マ ン １５戦４勝 賞金 ４７，８５３，０００円



００００９ １月５日 晴 良 （２２中山１）第１日 第９競走 ��
��１，６００�ジュニアカップ

発走１４時１５分 （芝・右・外）
３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金１，２００万円毎１�
増

賞 品
本 賞 １９，０００，０００円 ７，６００，０００円 ４，８００，０００円 ２，９００，０００円 １，９００，０００円
付 加 賞 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

５９ ハンソデバンド 牡３黒鹿５６ 内田 博幸渡邊 隆氏 尾形 充弘 苫小牧 藤沢 武雄 ４７８＋ ６１：３４．６ ２．４�

１２ バトルシュリイマン 牡３鹿 ５６ 的場 勇人宮川 秋信氏 的場 均 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター ４７２－ ４１：３４．７� ９．６�

２４ マイネルマルシェ 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 池上 昌弘 日高 戸川牧場 ４４２－ ４ 〃 クビ １４．３�

１１ クロフォード 牝３青 ５４ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム ４５４＋１０ 〃 アタマ ４．６�
４７ トーセンポセイドン 牡３黒鹿５６ 江田 照男島川 �哉氏 中川 公成 新ひだか 落合 一巳 ４３２－ ４１：３４．８� ３２．２	
６１１ ロフティークリフ 牡３黒鹿５６ 田中 勝春田中 春美氏 清水 美波 新ひだか 前田 宗将 ５００＋ ６１：３４．９� ３２．２

４８ デ パ ー ル 牡３栗 ５６ 伊藤 直人伊達 敏明氏 斎藤 誠 日高 サンシャイン

牧場 ４５０＋ ４ 〃 ハナ ２８．５�
３６ カワキタコマンド 牡３鹿 ５６ 武士沢友治川島 吉男氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４６０＋ ２ 〃 アタマ ６８．５�
５１０ モンテフジサン 牡３栗 ５６ 柴田 善臣毛利 喜昭氏 松山 康久 青森 ワールドファーム ４６８± ０１：３５．０� １６．６
７１３	 アルティスト 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹塩入 通之氏 嶋田 功 浦河 高岸 順一 ４７０－ ２１：３５．１クビ ２４５．８�
６１２ ハシルヨミテテ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義田中 幹雄氏 清水 美波 浦河 荻伏三好フ

アーム ５３２＋ ４ 〃 クビ ９９．５�
８１６
 アグネスティンクル 牡３栗 ５６ 藤田 伸二渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Swetten-

ham Stud ４４４± ０１：３５．３１� １１．５�
３５ カシマストロング 牡３鹿 ５６ A．クラストゥス �カシマ 高市 圭二 浦河 中山牧場 ４８６＋ ８１：３５．４クビ ７．０�

（仏）

２３ 	 マイシャローナ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信松平 正樹氏 小桧山 悟 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム ４０８－ ４１：３５．５� ３７８．９�

８１５ ベストブルーム 牡３鹿 ５６ 中舘 英二横瀬 兼二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４４０－ ８ 〃 クビ ４９．７�
７１４ チェリーソウマ 牡３栗 ５６ 木幡 初広チエリー商事� 嶋田 功 新ひだか 嶋田牧場 ４８８＋ ８１：３６．９９ １１０．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，６５０，１００円 複勝： ５４，３８７，２００円 枠連： ４７，９３３，５００円

普通馬連： １６１，７００，３００円 馬単： １００，８９８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ４５，２６８，５００円

３連複： １６７，５０３，６００円 ３連単： ３１１，０５９，２００円 計： ９２２，４００，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � ３１０円 � ３３０円 枠 連（１－５） ３４０円

普通馬連 �� １，３１０円 馬 単 �� ２，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６８０円 �� ７４０円 �� １，５７０円

３ 連 複 ��� ５，７８０円 ３ 連 単 ��� ２０，８６０円

票 数

単勝票数 計 ３３６５０１ 的中 � １１３３９７（１番人気）
複勝票数 計 ５４３８７２ 的中 � １６１７１３（１番人気）� ３７５８２（５番人気）� ３３７２５（６番人気）
枠連票数 計 ４７９３３５ 的中 （１－５） １０４２１２（１番人気）
普通馬連票数 計１６１７００３ 的中 �� ９１５６７（４番人気）
馬単票数 計１００８９８４ 的中 �� ３７３１３（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４５２６８５ 的中 �� １６９３２（５番人気）�� １５３６３（６番人気）�� ６８２０（１９番人気）
３連複票数 計１６７５０３６ 的中 ��� ２１４２２（１９番人気）
３連単票数 計３１１０５９２ 的中 ��� １１００７（５２番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．１―１１．６―１２．０―１２．１―１１．９―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．１―３４．２―４５．８―５７．８―１：０９．９―１：２１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．８―３F３６．８

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

勝馬の
紹 介

ハンソデバンド �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００９．１０．１１ 東京２着

２００７．２．１３生 牡３黒鹿 母 クラウンアスリート 母母 クラウンフォレスト ４戦２勝 賞金 ２９，１７８，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０００１０ １月５日 晴 良 （２２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 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

８１５� サマーウインド 牡５栗 ５７ 内田 博幸 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 門別 槇本牧場 ５１８＋ ２１：１０．１ １．６�

３５ ファイナルスコアー 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４９４± ０１：１０．９５ ５．０�
１２ ダイワプリベール 牡４鹿 ５６ 武士沢友治大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム B４７０＋ ８１：１１．２１� １４５．５�
７１３ ストレートイン 牡４鹿 ５６ 中舘 英二島田 久氏 柴崎 勇 三石 前川牧場 ５１４＋１０１：１１．３	 １７．８�
６１１� サ ラ ト ガ 牝６芦 ５５ 木幡 初広平井 裕氏 本郷 一彦 浦河 岡部牧場 ５０２－ ４１：１１．４	 ３０．４�
４７ ジェイケイボストン 
７黒鹿５７ 江田 照男小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム B５２６＋ ６１：１１．５� ２３．４	
２３ スガノメダリスト 牡４栗 ５６ 横山 典弘菅原 光博氏 粕谷 昌央 三石 田上 稔 ４８８＋１２１：１１．７１ ９．０

５１０ フキラウソング 牝４栗 ５４ 安藤 勝己金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４８０＋ ４１：１１．８クビ １０．８�
６１２ ストーリーテリング 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義�日進牧場 荒川 義之 浦河 日進牧場 ４９４＋ ６ 〃 アタマ ７９．４�
３６ � ダイイチミラクル 
１０芦 ５７ 小林 久晃�ミルファーム 菊川 正達 三石 ダイイチ牧場 B５００＋１６１：１１．９	 ３３６．０
７１４ マチカネハヤテ 牝５鹿 ５５ 伊藤 直人細川 益男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４４８＋ ２１：１２．２１� １５０．５�
４８ ワーキングウーマン 牝６黒鹿５５ 田中 勝春 �サンデーレーシング 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６－ ６１：１２．４１� ７１．７�
１１ スパーブスピリット 
７鹿 ５７ 北村 宏司みの商事� 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ４７２＋ ４ 〃 クビ １３３．７�
５９ プリモローズ 牝４芦 ５４ 石橋 脩�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４７２＋ ６１：１２．７１� ３７５．８�
２４ シルクプラチナム 牡７芦 ５７ 大野 拓弥有限会社シルク尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ５３４± ０１：１３．０１� ６９．０�
８１６ オメガユリシス 牡４鹿 ５６ 三浦 皇成原 �子氏 坂本 勝美 浦河 桑田 正己 ４７２＋ ８１：１３．９５ １１２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４７，４９８，７００円 複勝： ７３，８０７，３００円 枠連： ４６，４０２，０００円

普通馬連： ２３３，１６３，１００円 馬単： １５６，０４５，４００円 ワイド【拡大馬連】： ５８，７３０，２００円

３連複： ２１９，８１８，７００円 ３連単： ５０３，７４４，８００円 計： １，３３９，２１０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � １，６６０円 枠 連（３－８） ３３０円

普通馬連 �� ３３０円 馬 単 �� ４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ３，２８０円 �� ６，１９０円

３ 連 複 ��� １２，８００円 ３ 連 単 ��� ２７，９１０円

票 数

単勝票数 計 ４７４９８７ 的中 � ２４５０９５（１番人気）
複勝票数 計 ７３８０７３ 的中 � ３４００３１（１番人気）� １１７５４１（２番人気）� ５０５２（１３番人気）
枠連票数 計 ４６４０２０ 的中 （３－８） １０６６６７（１番人気）
普通馬連票数 計２３３１６３１ 的中 �� ５３６３３６（１番人気）
馬単票数 計１５６０４５４ 的中 �� ２５５９５４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５８７３０２ 的中 �� １０００１７（１番人気）�� ３７０６（３１番人気）�� １９４０（４７番人気）
３連複票数 計２１９８１８７ 的中 ��� １２６８０（３５番人気）
３連単票数 計５０３７４４８ 的中 ��� １３３２２（６９番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．５―１１．１―１１．９―１２．０―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．３―３３．４―４５．３―５７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．８―３F３６．７
３ １３（１４，１５）（３，７，１１，１２）－（４，１６）（９，５）２（６，８）（１，１０） ４ １３（１４，１５）（３，７，１１）１２（４，５）２（６，１６）（８，１０）９，１

勝馬の
紹 介

�サマーウインド �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ウエスタンウインド

２００５．５．２５生 牡５栗 母 シンウインド 母母 ソロナエビス ５戦３勝 賞金 ４２，７２１，０００円
初出走 JRA



０００１１ １月５日 晴 良 （２２中山１）第１日 第１１競走 ��
��２，０００�第５９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，２１．１．４以降２１．１２．２７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 ６１６，０００円 １７６，０００円 ８８，０００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

２４ ア ク シ オ ン 牡７鹿 ５７ 藤田 伸二中田 徹氏 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ５３２＋１４２：００．８ ３．２�

６１２ トウショウシロッコ 牡７黒鹿５６ 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 ４９４＋ ６ 〃 クビ １５．３�

５９ トウショウウェイヴ 牡５黒鹿５４ 中舘 英二トウショウ産業� 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 B４７８＋ ２ 〃 ハナ ８６．０�

７１４ デ ル フ ォ イ 牡４鹿 ５４ 藤岡 佑介 �社台レースホース長浜 博之 新冠 追分ファーム ４６０＋ ２ 〃 ハナ １９．８�
５１０ シェーンヴァルト 牡４黒鹿５５ 北村 友一 �サンデーレーシング 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４７６－ ２ 〃 ハナ １８．８�
８１５ サニーサンデー 牡４栗 ５４ 吉田 隼人宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４８４± ０２：００．９� ６．２	
４８ ヒカルカザブエ 牡５黒鹿５６ 横山 典弘�橋 京子氏 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４７４＋ ４２：０１．０クビ ５．３

１１ マイネルグラシュー 牡６鹿 ５３ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 浦河 �桁牧場 ５０８＋ ４２：０１．２１� ２４．４�
７１３ アスクデピュティ 牝６栗 ５０ 武士沢友治廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４８６＋ ８ 〃 クビ ４４．８
３６ ダイワワイルドボア 牡５鹿 ５５ 田中 勝春大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５３４＋ ６２：０１．３クビ ５３．４�
３５ ゴールデンダリア 牡６栗 ５５ 内田 博幸田中 由子氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４７４＋ ２２：０１．６２ ５．７�
１２ ホッコーパドゥシャ 牡８黒鹿５７．５ 江田 照男矢部 幸一氏 村山 明 鵡川 片山 幹雄 ４８０＋ ８２：０１．７� ３８．２�
８１６ レオマイスター 牡５栗 ５４ 北村 宏司�レオ 古賀 慎明 門別 若林 武雄 ５１０＋１０ 〃 クビ ５７．９�
４７ マヤノライジン 牡９鹿 ５５ 石橋 脩田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４８０＋ ２２：０１．８� ７２．６�
２３ ブルーマーテル 牡６栗 ５２ 田中 博康吉田喜代司氏 菅原 泰夫 砂原 岩本 五郎 B４６６＋ ２２：０２．０１� ２８．８�
６１１ ワンモアチャッター 牡１０黒鹿５２ 小林 淳一松井 一三氏 佐藤 吉勝 白老 白老ファーム ４６２＋１０２：０５．０大差 １９５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５８，５６９，２００円 複勝： ２１９，１４５，３００円 枠連： ２５７，９４９，４００円

普通馬連： １，３０７，３２１，９００円 馬単： ６２５，０８７，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２６５，７３７，５００円

３連複： １，４３２，２３９，５００円 ３連単： ２，８１３，４３７，７００円 計： ７，０７９，４８７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １７０円 � ３６０円 � １，９２０円 枠 連（２－６） ２，２７０円

普通馬連 �� ２，２３０円 馬 単 �� ３，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９１０円 �� ５，８４０円 �� ８，３２０円

３ 連 複 ��� ５９，５４０円 ３ 連 単 ��� ２４８，７９０円

票 数

単勝票数 計１５８５６９２ 的中 � ４０８１４３（１番人気）
複勝票数 計２１９１４５３ 的中 � ４５４６４９（１番人気）� １６１１７９（５番人気）� ２４６２０（１５番人気）
枠連票数 計２５７９４９４ 的中 （２－６） ８９５０８（９番人気）
普通馬連票数 計１３０７３２１９ 的中 �� ４６３４３３（７番人気）
馬単票数 計６２５０８７２ 的中 �� １５２７７５（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２６５７３７５ 的中 �� ８０９２７（８番人気）�� １１６７１（５８番人気）�� ８１６２（７０番人気）
３連複票数 計１４３２２３９５ 的中 ��� １８９５３（１４６番人気）
３連単票数 計２８１３４３７７ 的中 ��� ８９１１（６２２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．５―３６．６―４９．２―１：０１．９―１：１３．６―１：２４．８―１：３６．５―１：４８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．２―３F３６．０
１
３
１５，９（１，１４）（２，３，７）（４，５，１６）１２，８，１３，６，１０，１１・（１５，１０）９，１４（１，７，５）（２，３）１６（４，１２）－１３，８，６－１１

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

勝馬の
紹 介

ア ク シ オ ン �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Dixieland Band デビュー ２００６．３．１２ 中山１着

２００３．３．２９生 牡７鹿 母 グレイテストヒッツ 母母 Simple Taste １７戦７勝 賞金 １９３，５６９，０００円



０００１２ １月５日 晴 良 （２２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）

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

６１１ マ ヤ ノ マ ヤ 牝４鹿 ５４ A．クラストゥス 田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 ４７４＋ ２１：３４．６ ３２．５�
（仏）

７１３ モンテアルベルト 牡４栗 ５６ 柴田 善臣毛利 喜昭氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 B４７６± ０１：３４．７� ３．０�
８１５ フェスティヴナイト 牡８鹿 ５７ 吉田 隼人臼井義太郎氏 天間 昭一 静内 伊藤 昭次 ４５８－ ２１：３４．９１� ５１．４�
６１２ リ ビ ア ー モ 牝５鹿 ５５ 内田 博幸 �サンデーレーシング 高橋 裕 早来 ノーザンファーム ４９０＋２６１：３５．１１� ８．２�
５１０ サトノロマネ 牡４鹿 ５６ 横山 典弘里見 治氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ４８６＋１０ 〃 クビ ３．９�
３５ ビルトミーアップ 牝５鹿 ５５ 藤岡 佑介飯田 政子氏 武市 康男 静内 千代田牧場 ４６８＋ ６ 〃 ハナ ２８．１�
１１ ホ ク レ レ 牝６鹿 ５５ 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 ４８０＋ ２１：３５．２	 ４．２

８１６ メジロフォーナ 牝５栗 ５５ 三浦 皇成�メジロ牧場 栗田 博憲 洞爺 メジロ牧場 ５００－ ２１：３５．３	 ６６．２�
２３ 
 メ ス ナ ー 牡５芦 ５７ 石橋 脩岡田 繁幸氏 稲葉 隆一 門別 旭 牧場 ４６６± ０１：３５．４� ９．５�
４７ キングオザー 牡８芦 ５７ 武士沢友治内藤 好江氏 鈴木 勝美 門別 日高大洋牧場 B４７２－ ２１：３５．５	 ２１０．１
１２ ローズプレステージ 牡６栗 ５７ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 大竹 正博 早来 ノーザンファーム ４６４＋ ６１：３５．６� ３０．７�
４８ スイートカルタゴ 牝５栗 ５５ 中舘 英二シンボリ牧場 石毛 善彦 門別 シンボリ牧場 ４８６± ０１：３５．８１	 ５９．１�
５９ ストロングポイント 牡４芦 ５６ 江田 照男畑佐 博氏 坂本 勝美 浦河 富田牧場 ４６８± ０１：３５．９クビ ３７．３�
２４ テントゥワン 牡７黒鹿５７ 二本柳 壮宮坂五十四氏 二本柳俊一 浦河 三好牧場 ４３４－ ２ 〃 ハナ ２０１．６�
３６ 
 クリノポップコーン 牝５黒鹿 ５５

５４ ☆宮崎 北斗栗本 博晴氏 中野渡清一 浦河 駿河牧場 ４１８＋ ４１：３６．１１� ２２３．０�
７１４
 シルクストライカー 牡６青鹿 ５７

５４ ▲伊藤 工真有限会社シルク境 征勝 新冠 グリー牧場 ４８２＋１０ 〃 クビ １８０．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，３１８，７００円 複勝： ５１，１７５，０００円 枠連： ４５，０３４，４００円

普通馬連： １８２，５２３，１００円 馬単： １０９，８７３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４８，２９６，１００円

３連複： １８３，８５３，７００円 ３連単： ３７６，８０４，２００円 計： １，０３６，８７８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，２５０円 複 勝 � ６７０円 � １６０円 � ８６０円 枠 連（６－７） ９３０円

普通馬連 �� ６，４２０円 馬 単 �� １８，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７８０円 �� １０，７００円 �� １，９１０円

３ 連 複 ��� ４１，９７０円 ３ 連 単 ��� ３２９，１００円

票 数

単勝票数 計 ３９３１８７ 的中 � ９５５５（８番人気）
複勝票数 計 ５１１７５０ 的中 � １６２０１（８番人気）� １２５６６８（１番人気）� １２３０３（１０番人気）
枠連票数 計 ４５０３４４ 的中 （６－７） ３６０８７（４番人気）
普通馬連票数 計１８２５２３１ 的中 �� ２０９８７（１９番人気）
馬単票数 計１０９８７３６ 的中 �� ４４３５（５０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４８２９６１ 的中 �� ６７９３（１７番人気）�� １０８６（６４番人気）�� ６２８１（２１番人気）
３連複票数 計１８３８５３７ 的中 ��� ３２３３（１００番人気）
３連単票数 計３７６８０４２ 的中 ��� ８４５（６５４番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１１．７―１１．９―１１．９―１１．９―１１．１―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．１―３５．８―４７．７―５９．６―１：１１．５―１：２２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．９―３F３５．０

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

勝馬の
紹 介

マ ヤ ノ マ ヤ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１１．８ 東京４着

２００６．３．１１生 牝４鹿 母 ナリタフローラ 母母 ナリタレッドバード １３戦２勝 賞金 ２３，４００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（２２中山１）第１日 １月５日（火曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８５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

２７１，６６０，０００円
１６，６２０，０００円
１，９７０，０００円
２６，９８０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６６，１５２，０００円
５，０８２，０００円
１，８３１，５００円

勝馬投票券売得金
４２９，８７９，６００円
６５２，８３０，６００円
５８７，４５６，８００円
２，４７６，９０７，５００円
１，４１６，０５７，７００円
６１２，５３３，７００円
２，６８０，２９８，６００円
５，１２６，８４４，７００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 １３，９８２，８０９，２００円

総入場人員 ４４，１６４名 （有料入場人員 ４１，２４１名）




