
０００８５ １月２４日 晴 良 （２２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

８１２ ウネントリッヒ 牝３栗 ５４ 江田 照男宮田 直也氏 藤原 辰雄 浦河 大西牧場 ４４０－ ２１：１３．９ ８．３�

７１１ ミ ク ル 牝３鹿 ５４ 横山 典弘�ターフ・スポート矢野 英一 様似 小田 誠一 ４６６－ ４１：１４．３２� ９．９�
８１３ ジョウノパッション 牝３青鹿５４ 松岡 正海小川 義勝氏 武藤 善則 日高 三城牧場 ４７０＋ ４１：１４．４� ２１．３�
７１０ ビコーペグー 牝３黒鹿５４ 中谷 雄太�レジェンド 堀井 雅広 新ひだか 山口 修二 ４６０－ ２１：１４．５クビ ３７．７�
４５ ピンクデージー 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹野島 春男氏 田島 俊明 日高 野島牧場 ４９４－ ４ 〃 クビ ７６．４�
６８ 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 ４４６－ ６１：１４．７１� ９．２�
５７ バラベルサイユ 牝３栗 ５４ 吉田 豊中澤 幸幹氏 高橋 裕 日高 木村牧場 ４７２－ ２１：１５．１２� ５．２	
３３ アイファールンバ 牝３鹿 ５４ A．クラストゥス 中島 稔氏 小島 茂之 新ひだか 静内山田牧場 ４４４＋ ６ 〃 アタマ １０５．６


（仏）

４４ ファルブジェナ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司深澤 朝房氏 的場 均 安平 ノーザンファーム ４５４± ０ 〃 アタマ ３．０�
５６ プリンシプルレディ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義�大北牧場 伊藤 圭三 浦河 大北牧場 ４３４＋ ４１：１５．２� ５．３�
２２ グラスピュア 牝３黒鹿５４ 木幡 初広半沢� 牧 光二 新ひだか タツヤファーム ５００－ ４１：１５．３� ２９．３
１１ 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 ４３４＋１２１：１５．５１� ２１９．６�
６９ エアウィペット 牝３芦 ５４

５１ ▲伊藤 工真 �ラッキーフィールド後藤 由之 千歳 社台ファーム ４４２＋ ２１：１６．９９ １３．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １５，９９４，０００円 複勝： ３１，０９３，９００円 枠連： １７，７９７，３００円

普通馬連： ６１，７４２，６００円 馬単： ３８，８３５，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，９３６，４００円

３連複： ７９，１３３，７００円 ３連単： １１４，５１５，５００円 計： ３８２，０４９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８３０円 複 勝 � ２３０円 � ３５０円 � ６３０円 枠 連（７－８） １，５６０円

普通馬連 �� ２，９００円 馬 単 �� ５，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０１０円 �� １，５６０円 �� ２，０７０円

３ 連 複 ��� １１，７６０円 ３ 連 単 ��� ５５，３９０円

票 数

単勝票数 計 １５９９４０ 的中 � １５２１３（４番人気）
複勝票数 計 ３１０９３９ 的中 � ４２８６２（３番人気）� ２２７２７（６番人気）� １１４１４（８番人気）
枠連票数 計 １７７９７３ 的中 （７－８） ８４３７（１０番人気）
普通馬連票数 計 ６１７４２６ 的中 �� １５７３１（１４番人気）
馬単票数 計 ３８８３５８ 的中 �� ５０２０（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２９３６４ 的中 �� ５７５５（１４番人気）�� ３６２０（１９番人気）�� ２６８０（２７番人気）
３連複票数 計 ７９１３３７ 的中 ��� ４９６９（４３番人気）
３連単票数 計１１４５１５５ 的中 ��� １５２６（１８５番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．７―１１．７―１２．５―１３．０―１４．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．６―３４．３―４６．８―５９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウネントリッヒ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００９．７．２５ 新潟１０着

２００７．４．３生 牝３栗 母 タケイチイチホース 母母 シヤダイビシヨツプ ４戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔発走状況〕 ピンクデージー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。



０００８６ １月２４日 晴 良 （２２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
１：４７．８

重

重

７１３ カ リ バ ー ン 牡３鹿 ５６ A．クラストゥス �社台レースホース河野 通文 千歳 社台ファーム ４８８± ０１：５７．９ ２．０�
（仏）

４７ シルクコスモス 牡３栗 ５６ 松岡 正海有限会社シルク北出 成人 新冠 堤 牧場 ４４６± ０１：５８．６４ ３．６�
４６ スペースウォッチ 牡３黒鹿５６ 横山 典弘 �サンデーレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ５０８－ ２１：５８．８１ ５．７�
３５ オリオンザアルファ 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 ４５４－１２ 〃 クビ ８６．４�
２２ セイントワンダー 牡３栗 ５６ 吉田 豊内海 正章氏 相沢 郁 様似 林 時春 ４６６± ０１：５９．８６ １３．６�
７１２ カ ン ク ロ 牡３黒鹿５６ 岩部 純二田中 晴夫氏 萱野 浩二 新ひだか 藤平 和実 B５１４＋ ４２：００．８６ ８２．０�
８１５ メイプリマベーラ 牡３鹿 ５６ 菅原 勲 	グリーンファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム B５１４－ ２２：００．９クビ １６６．６


（岩手）

５９ インターラーケン 牡３栗 ５６ 田中 勝春後藤 繁樹氏 古賀 慎明 新冠 競優牧場 ４８２± ０２：０１．２２ ７２．７�
５８ ヴィーヴァジプシー 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真芹澤 精一氏 勢司 和浩 様似 山口 幸雄 ４９６± ０２：０１．４１� ６６．１�
１１ 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 B５０８－ ４ 〃 アタマ ２６．５�
６１０ トウカイシエロ 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 中島牧場 ４６８＋ ６２：０１．６� １４．１�
３４ マンドリーカ 牡３栗 ５６ 田中 博康伊藤 信之氏 松山 将樹 新ひだか 山際牧場 ５０４＋２２２：０２．２３� １１６．３�
８１４ ボーンスプレマシー �３黒鹿５６ 小林 淳一古川 智洋氏 佐藤 吉勝 浦河 津島 優治 ４９０－ ２２：０３．０５ ４７０．４�
２３ ケイアイブレイズ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣 	啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 新ひだか 大滝 康晴 ４８２－ ２２：０３．４２� ３０．７�

（１４頭）
６１１ ダークシャイン 牡３鹿 ５６ 津村 明秀�下屋敷牧場 武市 康男 浦河 小倉牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２１，０７１，０００円 複勝： ３０，００９，０００円 枠連： ２１，０８０，４００円

普通馬連： ６３，８６９，９００円 馬単： ４５，８７６，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，５０９，７００円

３連複： ７８，１９２，７００円 ３連単： １２０，３４３，１００円 計： ４０４，９５２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � １２０円 � １５０円 枠 連（４－７） ２５０円

普通馬連 �� ４５０円 馬 単 �� ７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ３００円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� ６５０円 ３ 連 単 ��� ２，０９０円

票 数

単勝票数 差引計 ２１０７１０（返還計 ２０） 的中 � ８６９００（１番人気）
複勝票数 差引計 ３０００９０（返還計 １０２） 的中 � ７８９１４（１番人気）� ７６９５０（２番人気）� ４４５２２（３番人気）
枠連票数 差引計 ２１０８０４（返還計 ８ ） 的中 （４－７） ６３４１７（１番人気）
普通馬連票数 差引計 ６３８６９９（返還計 ３７６） 的中 �� １０４７６０（１番人気）
馬単票数 差引計 ４５８７６８（返還計 ３０８） 的中 �� ４８５５６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２４５０９７（返還計 １７２） 的中 �� ３６６３７（１番人気）�� １８６１１（３番人気）�� ２０５６４（２番人気）
３連複票数 差引計 ７８１９２７（返還計 １４９４） 的中 ��� ８９７０５（１番人気）
３連単票数 差引計１２０３４３１（返還計 ２３００） 的中 ��� ４２６０４（１番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．８―１２．８―１３．０―１３．１―１３．９―１３．５―１３．２―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．８―３７．６―５０．６―１：０３．７―１：１７．６―１：３１．１―１：４４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５４．２―３F４０．３
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

カ リ バ ー ン �
�
父 デュランダル �

�
母父 Boston Harbor デビュー ２００９．１１．２８ 東京４着

２００７．４．１７生 牡３鹿 母 リーチマイハーバー 母母 Rezagante ３戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
〔出走取消〕 ダークシャイン号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ボーンスプレマシー号・ケイアイブレイズ号は，平成２２年２月２４日まで平地競走に出走できな

い。
※出走取消馬 ラド号（疾病〔口内炎〕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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ニシノマザーアース号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０００８７ １月２４日 晴 良 （２２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

６１２� ツクバグローバル 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣荻原 昭二氏 土田 稔 米 James M.
Herbener Jr. ４７８－ ４１：１４．７ ３．２�

５１０ トーセンディーバ 牝３栗 ５４ 小林 淳一島川 �哉氏 鈴木 勝美 日高 ファーミングヤナキタ ４５８－１２１：１４．９１� １９．１�
３６ ジェラルドエビス 牡３鹿 ５６ C．ルメール 加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 ４６２－ ６１：１５．０� ２０．６�

（仏）

２４ キングリョウガ 牡３栗 ５６ 吉田 隼人増田 陽一氏 田島 俊明 青森 イズモリファーム ４７２＋ ６１：１５．１	 ２３４．２�
７１４ エースハート 牝３栗 ５４ 横山 典弘新川 敏弘氏 松山 康久 安平 吉田牧場 ４４２－ ４１：１５．３	 ６．２�
１１ バトルオヤユビヒメ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司宮川 秋信氏 的場 均 日高 山際 辰夫 ３９０ ― 〃 クビ １１９．０�
５９ マイネルデアリング 牡３黒鹿５６ 松岡 正海 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 浦河 磯野牧場 B４６２＋ ６１：１５．７２� ２９．６

３５ ワ ン エ イ ム 牝３栗 ５４ 村田 一誠小林 博雄氏 中野 栄治 新冠 新冠橋本牧場 ４４８＋１２ 〃 アタマ ３７．５�
６１１ マキシムクローバー 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥小田 廣美氏 石栗 龍彦 日高 大沢育成牧場 ４２４－ ４１：１５．９１ ３７．２�
８１５ アイファーワンピー 牝３鹿 ５４ 江田 照男中島 稔氏 境 征勝 新冠 安達 洋生 ４００＋ ４１：１６．４３ ３１１．８
４８ ミスイサリビ 牝３栗 ５４

５１ ▲伊藤 工真鳴海 芳明氏 岩戸 孝樹 新ひだか 西川富岡牧場 ４２４－ ４ 〃 クビ １５４．８�
１２ アシュラノカゼ 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹赤倉 昌己氏 高橋 義博 新ひだか カタオカフアーム ３９６－ ２１：１６．５� ２５８．０�
４７ ニーニョデルシエロ 牡３青 ５６ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム ４５６＋ ２１：１６．７１ ５．２�
２３ トーヨーツバサ 牡３鹿 ５６ 小野 次郎�トーヨークラブ 成島 英春 新ひだか 塚尾牧場 ４５０± ０１：１７．１２� ２７０．０�
７１３ ディアビリーヴ 牡３青鹿５６ 後藤 浩輝寺田千代乃氏 田村 康仁 様似 ホウセイ牧場 ４６８－ ２ （競走中止） ２．７�
８１６ バ シ タ ッ プ 牝３鹿 ５４ 菅原 勲石橋 英郎氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４０２－ ４ （競走中止） ３９４．６�

（岩手）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，２３１，０００円 複勝： ３３，５９０，６００円 枠連： ２１，９０３，５００円

普通馬連： ６８，６４２，８００円 馬単： ４５，８３８，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，６３３，７００円

３連複： ８０，３１６，１００円 ３連単： １３７，６６０，２００円 計： ４３６，８１６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １５０円 � ３５０円 � ４６０円 枠 連（５－６） １，６５０円

普通馬連 �� ２，４９０円 馬 単 �� ３，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８５０円 �� ８２０円 �� ２，９５０円

３ 連 複 ��� １０，２８０円 ３ 連 単 ��� ４４，１００円

票 数

単勝票数 計 ２２２３１０ 的中 � ５５９４８（２番人気）
複勝票数 計 ３３５９０６ 的中 � ８０６８１（１番人気）� ２２０５６（５番人気）� １５５１８（６番人気）
枠連票数 計 ２１９０３５ 的中 （５－６） ９８３１（８番人気）
普通馬連票数 計 ６８６４２８ 的中 �� ２０４１３（９番人気）
馬単票数 計 ４５８３８８ 的中 �� ８６７９（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６６３３７ 的中 �� ７９４３（８番人気）�� ８２５８（７番人気）�� ２１２７（２７番人気）
３連複票数 計 ８０３１６１ 的中 ��� ５７７０（３２番人気）
３連単票数 計１３７６６０２ 的中 ��� ２３０４（１３１番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１１．８―１２．７―１３．０―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．４―３５．２―４７．９―１：００．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ツクバグローバル �
�
父 Aldebaran �

�
母父 Secreto デビュー ２００９．１０．３１ 東京２着

２００７．３．２３生 牡３黒鹿 母 Tropico Cielo 母母 Distant Rose ５戦１勝 賞金 １１，１００，０００円
〔競走中止〕 バシタップ号は，３コーナーで前の馬に触れ，転倒したため競走中止。

ディアビリーヴ号は，３コーナーで，競走を中止した「バシタップ」号に触れ，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 エースハート号の騎手横山典弘は，３コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（１５番・７番への進路影響）

バシタップ号の騎手菅原勲は，３コーナーでの御法について過怠金７０，０００円。（１３番・７番・１番への進路影響）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０００８８ １月２４日 晴 良 （２２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）

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
１：４７．８

重

重

７１３ ト ポ ロ ジ ー 牡３栗 ５６ 横山 典弘池谷 誠一氏 大竹 正博 新冠 新冠橋本牧場 ４７４ ―１：５９．６ ３．３�

５９ カントリースノー 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ５１８ ―２：００．３４ ７．４�
４７ ソフィバニヤン 牝３芦 ５４ 後藤 浩輝津村 靖志氏 萩原 清 日高 下河辺牧場 ４８２ ―２：００．４� ３．２�
２３ ゲットワンダー 牡３栗 ５６ 吉田 豊伊東 純一氏 萩原 清 日高 ヤナガワ牧場 ４７２ ―２：０１．１４ ２９．１�
６１１ リキサンヒーロー 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹 �ハイパワー商事 高木 登 新冠 村田牧場 B４５６ ―２：０１．４１� ９７．５�
２４ キャプテンクック 牡３鹿 ５６ A．クラストゥス 山本 剛史氏 古賀 慎明 新冠 秋田牧場 ４７２ ―２：０１．５� ８．１�

（仏）

３６ タ イ ガ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣細川 益男氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 ４８４ ― 〃 ハナ ５２．１	
５１０� ホノルルシチー 牡３鹿 ５６ 木幡 初広 
友駿ホースクラブ 平井 雄二 米

Emilie Fojan &
Bona Terra
Stud LLC

４９６ ―２：０１．９２� ３１．４�
１１ ダノングッドラック 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介
ダノックス 久保田貴士 新ひだか 北洋牧場 B４８２ ―２：０２．３２� ３５．３�
６１２ デルマカエサル 牡３芦 ５６

５３ ▲伊藤 工真浅沼 廣幸氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム ５１２ ― 〃 クビ ６１．０
４８ コウヨウリョウ 牡３芦 ５６ 江田 照男寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 谷川牧場 ４８６ ―２：０２．４クビ ３４．８�
７１４ シルクアサーション 牡３黒鹿５６ 小林 淳一有限会社シルク郷原 洋行 新冠 中村農場 ４６８ ―２：０２．７２ １０４．２�
１２ トウカイカレッジ 牡３栗 ５６ 吉田 隼人内村 正則氏 後藤 由之 平取 二風谷ファーム ４２０ ―２：０３．０１� ２２２．８�
８１５ ヒシアパラチア 牡３鹿 ５６ 松岡 正海阿部雅一郎氏 手塚 貴久 浦河 中村 雅明 ４８８ ―２：０３．８５ ５．４�
８１６ モ ク セ イ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司重松 國建氏 松永 康利 日高 瀬戸牧場 ４５４ ―２：０４．６５ ９７．６�

（１５頭）
３５ スズネイション 牡３鹿 ５６ 武士沢友治小紫 芳夫氏 佐藤 全弘 日高 新井 弘幸 ４５２ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： １９，０２４，５００円 複勝： ２５，０７３，０００円 枠連： １９，９３４，８００円

普通馬連： ５７，９７７，９００円 馬単： ３７，４８７，１００円 ワイド【拡大馬連】： １９，２７８，３００円

３連複： ６４，１９９，６００円 ３連単： ９３，８７８，３００円 計： ３３６，８５３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １４０円 � １７０円 � １４０円 枠 連（５－７） １，１４０円

普通馬連 �� １，３４０円 馬 単 �� ２，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� ２６０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� １，５８０円 ３ 連 単 ��� ８，４７０円

票 数

単勝票数 差引計 １９０２４５（返還計 ３１１６） 的中 � ４６３７７（２番人気）
複勝票数 差引計 ２５０７３０（返還計 ４１２８） 的中 � ５１５２５（２番人気）� ３４２４１（４番人気）� ５２５００（１番人気）
枠連票数 差引計 １９９３４８（返還計 ２２４） 的中 （５－７） １２９９３（５番人気）
普通馬連票数 差引計 ５７９７７９（返還計 １３２９４） 的中 �� ３１９７２（６番人気）
馬単票数 差引計 ３７４８７１（返還計 １０１１７） 的中 �� １１８３６（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １９２７８３（返還計 ６７８３） 的中 �� １０９８６（２番人気）�� ２０１０２（１番人気）�� １０４７３（４番人気）
３連複票数 差引計 ６４１９９６（返還計 ３３２５２） 的中 ��� ３００５３（２番人気）
３連単票数 差引計 ９３８７８３（返還計 ５０８９４） 的中 ��� ８１８０（１１番人気）

ハロンタイム １３．０―１２．９―１４．６―１４．７―１３．９―１２．５―１２．７―１２．３―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２５．９―４０．５―５５．２―１：０９．１―１：２１．６―１：３４．３―１：４６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．５―３F３８．０
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ト ポ ロ ジ ー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

２００７．５．２１生 牡３栗 母 ビューティバランス 母母 ヘリオトロープ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走除外〕 スズネイション号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ８頭 イマージュシエール号・オペラテイオウ号・クレバーシチー号・サンデープレー号・ブリージーデイズ号・

マイネクインテット号・ミッキーサティーヌ号・リネンマイスター号
※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。



０００８９ １月２４日 晴 良 （２２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

１２ ネバークイン 牝３鹿 ５４ 吉田 豊澤 洋氏 河野 通文 新ひだか マークリ牧場 ４５８－ ４１：３６．０ ６．３�

１１ プレタポルテ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春�上山牧場 鹿戸 雄一 浦河 上山牧場 ４３０± ０ 〃 アタマ ２．０�
６１１ シャイニンアーサー 牡３黒鹿５６ 横山 典弘市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４９０－ ２ 〃 ハナ ８．３�
５１０ アバンギャルナ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司柴田 洋一氏 田村 康仁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５４＋１０１：３６．３１� １９．７�
７１４ ランダムトーク 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４４８－１０１：３６．４クビ １３．８�
３５ サクラケルピー 牡３栗 ５６ 吉田 隼人�さくらコマース小笠 倫弘 新ひだか 西村 和夫 ４３６＋１４ 〃 クビ ９５．１	
６１２ ハイレイヤー 牝３鹿 ５４ 木幡 初広 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４４６＋ ４１：３６．６１�＋クビ ３６．２

８１６ メジロビューレン 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真�メジロ牧場 菅原 泰夫 洞爺湖 メジロ牧場 ４４０＋ ２１：３７．０２� ８５．５�
２３ セレビュタント 牝３黒鹿５４ C．ルメール 吉田 和子氏 戸田 博文 浦河 小島牧場 ４１４－ ４ 〃 ハナ １１．４�

（仏）

５９ マーシュハリアー 牡３鹿 ５６ 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 村上 雅規 ５１４＋ ２ （降着） ８．１
２４ トウカイフォスター 牝３鹿 ５４ 小林 淳一内村 正則氏 成島 英春 浦河 松栄牧場 ４０６－２０１：３７．１� １２９．９�
８１５ タカミツボード 牡３芦 ５６ 勝浦 正樹高橋 光雄氏 高橋 裕 浦河 鮫川 啓一 ４７６＋１０ 〃 ハナ ２７．８�
４７ ブルーエンジェル 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝三ツ矢組合 矢野 英一 新冠 浜口牧場 ４５４± ０ 〃 クビ ９３．９�
７１３ ポライトマン 牡３鹿 ５６ 菅原 勲 �ワイ・アール・シー 高橋 裕 新ひだか 三石橋本牧場 ５００± ０１：３７．３１� ４３９．５�

（岩手）

３６ ガリンペイロ 牡３鹿 ５６ 伊藤 直人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 斎藤 誠 新冠 競優牧場 ４８４± ０１：３７．４� ５０．５�

４８ ドクトルファレノ 牝３栗 ５４ 田中 博康湯澤 寛氏 高橋 裕 様似 清水 誠一 ４３４＋ ６１：３８．３５ ４３５．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，８７９，６００円 複勝： ４０，６６０，５００円 枠連： ２７，９４７，４００円

普通馬連： ７９，３１６，３００円 馬単： ５７，１９６，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，５３３，９００円

３連複： ９９，２６０，０００円 ３連単： １６１，８１２，６００円 計： ５２２，６０６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � ２１０円 枠 連（１－１） ５９０円

普通馬連 �� ６１０円 馬 単 �� １，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ８００円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� １，７５０円 ３ 連 単 ��� １１，７４０円

票 数

単勝票数 計 ２６８７９６ 的中 � ３４１３０（２番人気）
複勝票数 計 ４０６６０５ 的中 � ５６６２３（２番人気）� １４２７８０（１番人気）� ３７８６６（４番人気）
枠連票数 計 ２７９４７４ 的中 （１－１） ３５２６６（３番人気）
普通馬連票数 計 ７９３１６３ 的中 �� ９６０６４（１番人気）
馬単票数 計 ５７１９６６ 的中 �� ２７８０３（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９５３３９ 的中 �� ３５８１３（１番人気）�� ７９１２（８番人気）�� １８３９８（４番人気）
３連複票数 計 ９９２６００ 的中 ��� ４１９７３（４番人気）
３連単票数 計１６１８１２６ 的中 ��� １０１７７（２４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．４―１２．１―１２．２―１２．１―１１．９―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．７―３５．１―４７．２―５９．４―１：１１．５―１：２３．４

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

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

勝馬の
紹 介

ネバークイン �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー ２００９．１０．１７ 東京６着

２００７．４．１３生 牝３鹿 母 ネバーネバー 母母 パラストアゲイン ６戦１勝 賞金 ９，５５０，０００円
〔降着〕 マーシュハリアー号は，７位〔タイム１分３６秒６，着差１�馬身〕に入線したが，３コーナーで急に内側に斜行して

「プレタポルテ」号および「セレビュタント」号の走行を妨害したため１０着に降着。（その他６番への進路影響）
〔制裁〕 マーシュハリアー号の騎手松岡正海は，３コーナーで急に内側に斜行したことについて平成２２年１月３０日から平成２２年２月

７日まで騎乗停止。
プレタポルテ号の騎手田中勝春は，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１０，０００円。（６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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 マルティニーク号
（非抽選馬） ５頭 アヌエヌエ号・コスモクロッシング号・スカイライト号・タスマニア号・ナモンミライ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０００９０ １月２４日 晴 良 （２２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）

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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

５８ ハッピーダイアリー 牝３鹿 ５４ 横山 典弘 �社台レースホース鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４７２ ―１：１３．７ ３．５�

７１２ シャイニイチカ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 ４１６ ―１：１４．０２ ５２．２�
７１３ サクラベッシー 牝３鹿 ５４ 田中 博康�さくらコマース奥平 雅士 新ひだか 山田牧場 ４８０ ―１：１４．８５ １４．４�
８１５ オンワードチアフル 牝３栗 ５４ 小林 淳一�オンワード牧場 郷原 洋行 新冠 高橋 忍 ４８２ ―１：１５．５４ １３８．８�
６１０ ビラゴーティアラ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊三浦 一泰氏 松山 将樹 新ひだか 山野牧場 ４１２ ―１：１５．８２ １０１．４�
６１１ コウユーシンデレラ 牝３栗 ５４ 吉田 隼人加治屋康雄氏 森 秀行 浦河 バンダム牧場 ４５０ ―１：１５．９クビ １５．９	
８１４ ディアイリス 牝３鹿 ５４ 木幡 初広�樽さゆり氏 池上 昌弘 えりも エクセルマネジメント ４４２ ―１：１６．２１� ８８．０

４７ ラストワルツ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹�タイヘイ牧場 松山 康久 新ひだか タイヘイ牧場 ４６４ ― 〃 ハナ ２．１�
４６ メイショウボヌス 牝３栗 ５４ 松岡 正海松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ４６６ ―１：１６．６２� ５．６�
２３ サチノグッドラック 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介佐藤 幸彦氏 畠山 吉宏 日高 豊洋牧場 ４８０ ―１：１６．９２ ２５．１
３５ エヴァープレッジ 牝３鹿 ５４ A．クラストゥス �山王飯店 鈴木 伸尋 新冠 川上 悦夫 ４１８ ―１：１７．０クビ ２１．９�

（仏）

１１ ポ ル ボ ロ ン 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝島田 久氏 小西 一男 日高 今井牧場 ４６０ ―１：１７．３１� ６４．５�
２２ ミルクアーモンド 牝３栗 ５４ 江田 照男内藤 好江氏 矢野 照正 浦河 モトスファーム ４００ ―１：１８．０４ ５０．５�
３４ ニシノパルファン 牝３鹿 ５４ 村田 一誠西山 茂行氏 河野 通文 むかわ 西山牧場 ４１２ ―１：１８．４２� ８７．７�

（１４頭）
５９ ニンフェッタ 牝３栗 ５４

５１ ▲大江原 圭井上 一郎氏 大江原 哲 浦河 日の出牧場 ― ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １９，９９５，６００円 複勝： ２５，８２４，６００円 枠連： ２１，５４８，２００円

普通馬連： ５７，３９３，８００円 馬単： ４２，２９８，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，８４４，１００円

３連複： ６７，０５９，１００円 ３連単： １１５，１５２，５００円 計： ３７０，１１６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １７０円 � ８３０円 � ３３０円 枠 連（５－７） １，９２０円

普通馬連 �� ６，１３０円 馬 単 �� ８，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５８０円 �� ８５０円 �� ３，５２０円

３ 連 複 ��� １７，４５０円 ３ 連 単 ��� ８９，２７０円

票 数

単勝票数 差引計 １９９９５６（返還計 ４５） 的中 � ４６２６０（２番人気）
複勝票数 差引計 ２５８２４６（返還計 ８４） 的中 � ５０９９４（２番人気）� ６４７３（８番人気）� １９３８３（４番人気）
枠連票数 差引計 ２１５４８２（返還計 １０） 的中 （５－７） ８２９４（７番人気）
普通馬連票数 差引計 ５７３９３８（返還計 ３６８） 的中 �� ６９１２（１９番人気）
馬単票数 差引計 ４２２９８５（返還計 ４３４） 的中 �� ３４８２（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２０８４４１（返還計 ２２３） 的中 �� ３２３５（１７番人気）�� ６３１５（７番人気）�� １４１３（３６番人気）
３連複票数 差引計 ６７０５９１（返還計 １２７８） 的中 ��� ２８３７（４７番人気）
３連単票数 差引計１１５１５２５（返還計 １８９５） 的中 ��� ９５２（２１６番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．９―１２．５―１３．０―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．４―３５．３―４７．８―１：００．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハッピーダイアリー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ホワイトマズル 初出走

２００７．４．２生 牝３鹿 母 ハピネスイン 母母 シヤダイビユーテイ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔出走取消〕 ニンフェッタ号は，疾病〔胸部フレグモーネ〕のため出走取消。
※出走取消馬 アンジェラスクイン号（疾病〔右前球節炎〕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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 アートディーラー号・ガラスノカーテン号・トーアティアレ号・プリマベーラシチー号・ベルモントルーナ号・

ホーカスポーカス号
※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。



０００９１ １月２４日 晴 良 （２２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
１：４７．８

重

重

６１１ アンヴェイル 牡５栗 ５７ 松岡 正海 �サンデーレーシング 大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５１２＋１２１：５４．３ ２．１�

５１０ カーネリアンシチー 牡４栗 ５６ 後藤 浩輝 �友駿ホースクラブ 田村 康仁 新ひだか 幌村牧場 ４８８± ０１：５４．５１� ３．４�
２４ アポロストーム 牡４栗 ５６ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 宮城 佐藤 和夫 ５０４－ ２１：５６．７大差 ９．７�
８１６ カズノロマン 牡４鹿 ５６ C．ルメール 鈴木 可一氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 ５１２－ ４１：５６．８� ５．７�

（仏）

６１２ マイネルビスタ 牡６栗 ５７ 木幡 初広 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 富本 茂喜 ４７６＋１８１：５７．０１� １８．８�

１２ セイカプレスト 牡４黒鹿５６ 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 ４７２＋１０ 〃 ハナ ３２．０	
５９ カゼノグッドボーイ 牡４栗 ５６ 村田 一誠深井 孟氏 中野 栄治 早来 吉田 浩三 ４４０＋ ６ 〃 アタマ ４７．５

８１５� ヒカルサプライズ 牡４鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真�橋 京子氏 勢司 和浩 登別 登別上水牧場 ４４２－ ６１：５７．３１� ６４．９�
２３ � マスベルマン 牡５青 ５７ 横山 義行上田 忠男氏 畠山 重則 門別 高柳 隆男 ４７４＋１０１：５７．４� ７３７．０�
３５ ニシノアララギ 牡４鹿 ５６ 蛯名 正義西山 茂行氏 水野 貴広 鵡川 西山牧場 ５０２＋ ４１：５７．６１ １２０．０
３６ メジロベンハー 牡４鹿 ５６ 小野 次郎�メジロ牧場 柴田 政人 洞爺 メジロ牧場 ４９２± ０１：５８．２３� ７７．８�
７１３� ラ プ レ 牡５栗 ５７ 江田 照男伊達 敏明氏 伊藤 圭三 門別 サンシャイン

牧場 ４８６＋１０ 〃 ハナ １６７．９�
１１ � セトウチモモタロー 牡５栗 ５７ 菅原 勲高橋 勉氏 松永 康利 門別 タバタファーム ５０８－ ２１：５８．６２� ４４５．１�

（岩手）

４７ シャイニータイガー 牡４黒鹿５６ 田中 勝春小林 昌志氏 河野 通文 新冠 アラキフアーム ４４２－ ２１：５８．７� １９．９�
４８ ヴィーヴァアミーコ 牡４栗 ５６ 藤岡 佑介芹澤 精一氏 田中 清隆 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B５０２＋１２１：５８．８� ２７７．５�
７１４� ハクサンレジェンド 牡５栗 ５７ 大庭 和弥篠� 恒雄氏 浅野洋一郎 門別 里深 牧場 ４３８＋１２１：５８．９� ３２１．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，８１１，０００円 複勝： ３５，５１４，１００円 枠連： ２４，３３０，９００円

普通馬連： ８４，２４６，４００円 馬単： ５９，１８３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，３００，４００円

３連複： ９２，２７８，１００円 ３連単： １６７，２５６，９００円 計： ５１７，９２１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � １９０円 枠 連（５－６） ３１０円

普通馬連 �� ３７０円 馬 単 �� ６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ３８０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ８２０円 ３ 連 単 ��� ２，４５０円

票 数

単勝票数 計 ２５８１１０ 的中 � ９８３２４（１番人気）
複勝票数 計 ３５５１４１ 的中 � ９９８９６（１番人気）� ８１９１６（２番人気）� ３６５６４（４番人気）
枠連票数 計 ２４３３０９ 的中 （５－６） ５８６２８（１番人気）
普通馬連票数 計 ８４２４６４ 的中 �� １７０７５７（１番人気）
馬単票数 計 ５９１８３５ 的中 �� ６９５０２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９３００４ 的中 �� ４９３１９（１番人気）�� １７２９８（５番人気）�� １７７５４（４番人気）
３連複票数 計 ９２２７８１ 的中 ��� ８３１２４（１番人気）
３連単票数 計１６７２５６９ 的中 ��� ５０５１９（１番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．８―１２．６―１２．５―１２．４―１２．６―１３．０―１２．９―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．５―３７．１―４９．６―１：０２．０―１：１４．６―１：２７．６―１：４０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．３―３F３９．７
１
３
１１－１０－（６，９）－（３，１４）２，１５（５，８，１６）（４，１２）－１３（１，７）
１１＝１０－（６，９）＝（３，１４）＝２（５，１５，１６）－（１３，４，１２）－（８，１）７

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

勝馬の
紹 介

アンヴェイル �
�
父 ロ サ ー ド �

�
母父 Thunder Gulch デビュー ２００７．６．２４ 阪神５着

２００５．１．１５生 牡５栗 母 ヴェイルデラルナ 母母 ト コ ピ ジ ャ １６戦３勝 賞金 ３３，１４０，０００円
〔制裁〕 マスベルマン号の調教師畠山重則は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００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。
（非当選馬） ３頭 ケイバズキ号・シルクアルバス号・ヤマニンワーシップ号
（非抽選馬） ２頭 フェアームーラン号・リバーミラクル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０００９２ １月２４日 晴 良 （２２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）

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

４７ トーセンベルファム 牝５鹿 ５５ 横山 典弘島川 �哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４５８± ０１：１２．７ １．９�

６１１ バイラオーラ 牝４栗 ５４ 吉田 隼人 �キャロットファーム 後藤 由之 日高 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３６＋ ６１：１２．８� １０．５�

５１０ ローブドヴルール 牝４鹿 ５４ 勝浦 正樹�ミルファーム 保田 一隆 日高 小西ファーム ４７０－ ２１：１３．１２ ５．３�
８１６ ラヴリードリーム 牝４青鹿５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 中島 敏文 静内 松田 三千雄 ４４４－ ２１：１３．２� ５．０�
８１５ ダブルフレーバー 牝４栗 ５４ 後藤 浩輝 �スピードファーム 和田 正道 新ひだか 元茂 義一 ４６８－１０１：１３．６２� ６．０�
７１３� ワンダフルスイート 牝５鹿 ５５ 江田 照男 �丸幸小林牧場 清水 英克 浦河 丸幸小林牧場 ４９０＋ ６１：１３．９１� ７２．５	
１１ カリスマブラック 牝５黒鹿５５ 北村 宏司水谷八重子氏 柴田 政人 門別 富川牧場 ４６４－１０１：１４．１１ １７９．０

１２ デステニーアロー 牝４黒鹿５４ 津村 明秀岡田 牧雄氏 柴崎 勇 静内 岡田スタツド ４１２－ ２１：１４．２� １５６．１�
２４ エフケーアスコット 牝４鹿 ５４ 武士沢友治布施 貞夫氏 小桧山 悟 三石 加野牧場 ４７６＋ ４１：１４．４１ ３３４．７�
５９ リネンアカシア 牝６鹿 ５５ 石神 深一戸山 光男氏 南田美知雄 三石 嶋田牧場 ４６６± ０１：１４．５� ４６６．６
６１２ カシノコロン 牝４鹿 ５４ 小林 淳一柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 畔柳 作次 ４３０＋ ２１：１４．６� １４２．７�
７１４� アフリートカラー 牝４鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真廣松 金次氏 境 征勝 浦河 中神牧場 ４４８＋ ８ 〃 クビ ２５６．３�
４８ ドゥミポワント 牝４栗 ５４ 菅原 勲�ミルファーム 保田 一隆 新ひだか 前谷 武志 B４７０＋１０１：１４．８１� １２３．１�

（岩手）

２３ ドゥービリーヴイン 牝５鹿 ５５ 嘉藤 貴行�橋 信博氏 高橋 義博 新冠 パカパカ
ファーム ５０２＋ ６１：１５．０１� ４０４．７�

３５ キミニムチュウ 牝４黒鹿５４ A．クラストゥス �グランド牧場 小林 常泰 新ひだか グランド牧場 B４５８－ ２ 〃 クビ ３６．１�
（仏）

３６ ハニーインチーフ 牝４鹿 ５４ 田中 博康中村 政勝氏 松永 康利 三石 タツヤファーム ４４２－ ４１：１６．２７ ２１６．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，４２７，４００円 複勝： ４４，２５８，３００円 枠連： ３１，１２３，７００円

普通馬連： １０２，０２７，６００円 馬単： ７３，６２０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，１１８，３００円

３連複： １０６，４２２，９００円 ３連単： ２２９，１５８，８００円 計： ６５２，１５７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � ２５０円 � １４０円 枠 連（４－６） １，１２０円

普通馬連 �� １，０７０円 馬 単 �� １，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� ２２０円 �� ８００円

３ 連 複 ��� １，５７０円 ３ 連 単 ��� ６，３４０円

票 数

単勝票数 計 ２９４２７４ 的中 � １２２２２６（１番人気）
複勝票数 計 ４４２５８３ 的中 � １５６６０２（１番人気）� ３０３６０（５番人気）� ８０２７３（２番人気）
枠連票数 計 ３１１２３７ 的中 （４－６） ２０６７６（４番人気）
普通馬連票数 計１０２０２７６ 的中 �� ７１０２０（５番人気）
馬単票数 計 ７３６２０８ 的中 �� ３７１４１（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６１１８３ 的中 �� １６５３１（７番人気）�� ４９４００（１番人気）�� ９６９２（９番人気）
３連複票数 計１０６４２２９ 的中 ��� ５０３３５（５番人気）
３連単票数 計２２９１５８８ 的中 ��� ２６６８５（１８番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１１．７―１２．７―１２．５―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．１―３４．８―４７．５―１：００．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンベルファム �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Afleet デビュー ２００８．１．５ 京都３着

２００５．２．２３生 牝５鹿 母 フライトオブエンジェルス 母母 Intently ９戦３勝 賞金 ３０，３５０，０００円
〔発走状況〕 ローブドヴルール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ローブドヴルール号は，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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 メジロアリス号
（非抽選馬） ２頭 カシノレッド号・ネイヴルトウショウ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０００９３ １月２４日 晴 良 （２２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 ２４５，０００円 ７０，０００円 ３５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

７７ サンテミリオン 牝３黒鹿５４ 横山 典弘吉田 照哉氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４５８－ ６１：５１．２ ４．５�

８８ バ シ レ ウ ス 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義広尾レース� 国枝 栄 新ひだか 有限会社石川牧場 ４６８＋ ８１：５１．６２� １２．０�
２２ ミカエルビスティー 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４６８＋ ４ 〃 ハナ １．７�
４４ � メジャーテースト 牡３黒鹿５６ 江田 照男阿部榮乃進氏 崎山 博樹 日高 森本牧場 ４５４＋ ４１：５１．８１� ２４．５�
１１ ブラックゼット 牡３黒鹿５６ 田中 勝春�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか 水上 習孝 ４７６－ ４１：５２．０１� ４．４�
８９ ヤマニンシャスール 牡３鹿 ５６ C．ルメール 土井 薫氏 浅見 秀一 日高 福山牧場 ４５８± ０ 〃 クビ ２９．５	

（仏）

６６ 	 リュウノボーイ 牡３鹿 ５６ 菅原 勲蓑島 竜一氏 佐藤 晴記 新ひだか 大塚牧場 ４４２－ ８１：５２．４２� １２７．９

（岩手） （岩手）

５５ � ニヨドサンデー 牡３鹿 ５６ 田中 博康西森 鶴氏 和田 正道 新冠 北星村田牧場 ４５４＋ ４１：５２．８２� １３４．３�
３３ � ネオシーサー 牡３青 ５６ 松岡 正海佐々木完二氏 国枝 栄 日高 田端牧場 ４４４＋１１１：５３．４３� ５４．２�

（９頭）

売 得 金

単勝： ４２，０３１，０００円 複勝： １０９，３９２，２００円 枠連： ２６，１６８，７００円

普通馬連： １０６，２７３，１００円 馬単： １０５，５１３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，７７０，８００円

３連複： １３０，７６６，０００円 ３連単： ４３２，９６３，５００円 計： ９８８，８７９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １４０円 � ２１０円 � １１０円 枠 連（７－８） １，７３０円

普通馬連 �� ２，０００円 馬 単 �� ３，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� １８０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� ９６０円 ３ 連 単 ��� ９，４５０円

票 数

単勝票数 計 ４２０３１０ 的中 � ７４３８７（３番人気）
複勝票数 計１０９３９２２ 的中 � １００６２０（３番人気）� ５０３２９（４番人気）� ７４６４２７（１番人気）
枠連票数 計 ２６１６８７ 的中 （７－８） １１１７０（６番人気）
普通馬連票数 計１０６２７３１ 的中 �� ３９３４０（７番人気）
馬単票数 計１０５５１３７ 的中 �� ２２０２７（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５７７０８ 的中 �� １４８６１（７番人気）�� ６１７２０（２番人気）�� ３０９４５（３番人気）
３連複票数 計１３０７６６０ 的中 ��� １０１５１６（３番人気）
３連単票数 計４３２９６３５ 的中 ��� ３３８４５（２６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２５．６―３８．２―５１．１―１：０３．４―１：１６．３―１：２８．７―１：４０．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．８―３F３４．９
１
３
４，７，８（１，６）－２，９，３，５
４（７，８）（１，６，２）（９，５）３

２
４

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

勝馬の
紹 介

サンテミリオン 
�
父 ゼンノロブロイ 

�
母父 Last Tycoon デビュー ２０１０．１．５ 中山１着

２００７．１．３０生 牝３黒鹿 母 モ テ ッ ク 母母 Sudaka ２戦２勝 賞金 １７，２４５，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０００９４ １月２４日 晴 良 （２２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）

牝，４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，４歳５４�５歳以上５５�
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 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

４４ リ ビ ア ー モ 牝５鹿 ５５ 松岡 正海 �サンデーレーシング 高橋 裕 早来 ノーザンファーム ４９２＋ ２１：３４．７ ２．８�

６８ 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 ４８０＋ ６１：３４．８� ５．５�
（仏）

８１２ ソーマジック 牝５鹿 ５５ 後藤 浩輝吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ５１６＋１６１：３５．０１� ４．１�
５５ 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 ４７２＋ ４１：３５．２１� ３７．４�
２２ マルラニビスティー 牝４鹿 ５４ 勝浦 正樹備前島敏子氏 伊藤 大士 早来 ノーザンファーム ４４０＋ ６ 〃 ハナ ５０．８�
７９ アディアフォーン 牝４黒鹿５４ C．ルメール�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４４－ ２１：３５．３クビ ８．５	

（仏）

７１０� ミサトバレー 牝５栗 ５５ 大庭 和弥戸部 洋氏 石栗 龍彦 静内 真歌伊藤牧場 ４４０－ ２ 〃 ハナ １４．２

６７ ダイワチャーム 牝６栗 ５５ 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 門別 下河辺牧場 ５１８＋１０１：３５．４� ７．２�
１１ ニシノガーランド 牝５鹿 ５５ 江田 照男西山 茂行氏 武藤 善則 鵡川 西山牧場 ４８２＋ ６ 〃 ハナ ３８．６�
８１１ メジロフォーナ 牝５栗 ５５ 蛯名 正義�メジロ牧場 栗田 博憲 洞爺 メジロ牧場 ４９８－ ２１：３５．６１ ２７．２
３３ � クリノポップコーン 牝５黒鹿５５ 武士沢友治栗本 博晴氏 中野渡清一 浦河 駿河牧場 ４１８± ０１：３６．２３� ３３２．１�
５６ カワキタラブポップ 牝４鹿 ５４ 津村 明秀川島 吉男氏 武市 康男 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４８０＋ ６１：３６．６２� ２８．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４１，０８３，１００円 複勝： ６５，３５９，２００円 枠連： ４６，３４１，６００円

普通馬連： １９７，５６３，８００円 馬単： １１５，７９１，４００円 ワイド【拡大馬連】： ５６，１１１，３００円

３連複： ２１３，２８１，８００円 ３連単： ４２１，７８１，８００円 計： １，１５７，３１４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � １８０円 � １６０円 枠 連（４－６） ４８０円

普通馬連 �� １，０６０円 馬 単 �� １，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� ３００円 �� ６００円

３ 連 複 ��� １，５９０円 ３ 連 単 ��� ８，１００円

票 数

単勝票数 計 ４１０８３１ 的中 � １１７３７８（１番人気）
複勝票数 計 ６５３５９２ 的中 � １７２４３３（１番人気）� ８０２６７（４番人気）� １０１２１６（２番人気）
枠連票数 計 ４６３４１６ 的中 （４－６） ７２５６０（１番人気）
普通馬連票数 計１９７５６３８ 的中 �� １３８３１０（３番人気）
馬単票数 計１１５７９１４ 的中 �� ４９１９１（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５６１１１３ 的中 �� ２９２７３（４番人気）�� ５０１９９（１番人気）�� ２１６７４（７番人気）
３連複票数 計２１３２８１８ 的中 ��� ９９３１８（２番人気）
３連単票数 計４２１７８１８ 的中 ��� ３８４６９（１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．３―３５．８―４７．４―５９．４―１：１１．５―１：２２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．３―３F３５．３

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

勝馬の
紹 介

リ ビ ア ー モ �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００８．３．２２ 中山１１着

２００５．５．５生 牝５鹿 母 ラトラヴィアータ 母母 サクラハゴロモ １３戦４勝 賞金 ６４，８２３，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※ビルトミーアップ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※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。



０００９５ １月２４日 晴 良 （２２中山１）第８日 第１１競走 ��
��２，２００�第５１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，２１．１．２４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，２１．１．２３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 ９３８，０００円 ２６８，０００円 １３４，０００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

６９ ネヴァブション 牡７黒鹿５８ 横山 典弘�ティーエイチ 伊藤 正徳 新冠 早田牧場新
冠支場 ４９０＋ ２２：１２．６ ９．０�

８１３ シャドウゲイト 牡８黒鹿５８ 田中 勝春飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５０４± ０ 〃 クビ ２８．３�
２２ トウショウシロッコ 牡７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 ４９４± ０２：１３．２３� ４．８�
５７ マイネルキッツ 牡７栗 ５９ 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 B５１０＋ ６２：１３．３� ６．９�
６８ ゴールデンダリア 牡６栗 ５７ 柴田 善臣田中 由子氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４７６＋ ２２：１３．５１� １５．０�
１１ デ ル フ ォ イ 牡４鹿 ５６ 藤岡 佑介 �社台レースホース長浜 博之 新冠 追分ファーム ４６４＋ ４２：１３．７１� ４．３	
３３ ビエンナーレ 牝７鹿 ５５ 勝浦 正樹松本 俊廣氏 河野 通文 静内 神垣 道弘 ４０８＋ ６２：１３．９１� １９２．３

７１１ アルコセニョーラ 牝６黒鹿５５ 武士沢友治中村 政勝氏 畠山 重則 静内 畠山牧場 ４３６＋ ４ 〃 クビ １０７．８�
７１０ ダイワワイルドボア 牡５鹿 ５７ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５２８－ ６２：１４．３２� ２０．５�
４５ ド ッ ト コ ム 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人青山 洋一氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４８４－ ４ 〃 ハナ ９３．１
４４ キャプテントゥーレ 牡５芦 ５８ C．ルメール �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４５２－１２２：１４．５１ ３．３�

（仏）

８１２ アドマイヤコマンド 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝近藤 利一氏 橋田 満 早来 ノーザンファーム ４８４＋１６２：１４．７１� ２０．０�
５６ ベルモントルパン 牡６鹿 ５７ 木幡 初広 �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム ４８８＋ ２２：１５．５５ ３７．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １５５，９４０，１００円 複勝： １９５，５１５，８００円 枠連： １４０，２７１，３００円

普通馬連： ８９４，４８１，６００円 馬単： ４８３，１６６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２０９，９７４，３００円

３連複： １，０２１，８９８，３００円 ３連単： ２，２４８，８１３，３００円 計： ５，３５０，０６１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９００円 複 勝 � ３３０円 � ５５０円 � １８０円 枠 連（６－８） ２，９５０円

普通馬連 �� １０，９９０円 馬 単 �� ２０，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５８０円 �� ７１０円 �� １，５８０円

３ 連 複 ��� １４，１１０円 ３ 連 単 ��� １１１，４６０円

票 数

単勝票数 計１５５９４０１ 的中 � １３６９８２（５番人気）
複勝票数 計１９５５１５８ 的中 � １４８７６７（５番人気）� ７８１９１（８番人気）� ３６９７７５（２番人気）
枠連票数 計１４０２７１３ 的中 （６－８） ３５１８１（１４番人気）
普通馬連票数 計８９４４８１６ 的中 �� ６０１０３（３３番人気）
馬単票数 計４８３１６６７ 的中 �� １７１３２（６０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２０９９７４３ 的中 �� １９３５３（３２番人気）�� ７６９４５（６番人気）�� ３２３７５（１９番人気）
３連複票数 計１０２１８９８３ 的中 ��� ５３４７５（４８番人気）
３連単票数 計２２４８８１３３ 的中 ��� １４８９１（３３４番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．３―１２．７―１２．２―１２．０―１２．４―１２．４―１２．２―１１．９―１１．２―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．３―２３．６―３６．３―４８．５―１：００．５―１：１２．９―１：２５．３―１：３７．５―１：４９．４―２：００．６

コーナー
通過順位

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

２
４

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

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７黒鹿 母 パールネツクレース 母母 Primatie ３２戦８勝 賞金 ３０９，５５２，０００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。



０００９６ １月２４日 晴 良 （２２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
１：４７．８

重

重

３５ フランコフォニー 牡５鹿 ５７ 吉田 豊 �社台レースホース戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５２８± ０１：５４．６ ４．２�

４７ ランフォルセ 牡４青鹿５６ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４７２＋ ２１：５４．８１� １．８�
２３ ケイジージュニアー 牡５青鹿５７ 伊藤 直人鹿倉 勝�氏 斎藤 誠 新冠 つつみ牧場 B４９８＋ ６ 〃 ハナ ６２．０�
５９ ベルモントガリバー 牡４鹿 ５６ 松岡 正海 �ベルモントファーム 嶋田 潤 新冠 ベルモント

ファーム ５１４＋ ６１：５４．９クビ ５．０�
３４ ドリームリバイバル 牡５栗 ５７ C．ルメールセゾンレースホース� 畠山 重則 新冠 オリエント牧場 ５００＋１６１：５５．７５ １５．４�

（仏）

２２ � キャプテンルビー 牡５芦 ５７ 村田 一誠�ターフ・スポート佐々木亜良 三石 ダイイチ牧場 B４８０－ ２１：５５．８クビ １８．７	
６１０� メイクアダッシュ 牡６鹿 ５７ 柴田 善臣�谷岡牧場 境 征勝 静内 谷岡牧場 ４８８± ０１：５５．９� ３３．２

７１３ サクラマジェスティ 牡７栗 ５７ 蛯名 正義�さくらコマース田中 清隆 静内 谷岡牧場 ４８８－ ２１：５６．０� ６０．０�
７１２� ベ ロ ー チ ェ 牡７鹿 ５７ 勝浦 正樹モナコ商事� 嶋田 功 三石 大豊牧場 B４７０＋ ４１：５６．１� １０７．５�
８１５ スマートダズル 牝４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 ４６８＋２０ 〃 クビ ２４７．７
６１１ マルブツフラッシュ 牡６鹿 ５７ 木幡 初広大澤 毅氏 中島 敏文 伊達 高橋農場 ５１２＋ ４１：５６．４２ １３８．６�
１１ マイネルハヤト 牡６青鹿５７ A．クラストゥス �サラブレッドクラブ・ラフィアン 小西 一男 静内 上野 正恵 B５００－ ６１：５６．５クビ ７２．７�

（仏）

４６ レオソリスト 牡５黒鹿５７ 江田 照男�レオ 岩戸 孝樹 平取 協栄組合 ５２６＋ ８１：５６．６� １０１．２�
８１４ スズカサンバ 牡６鹿 ５７ 吉田 隼人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４８０± ０１：５６．７� ２７．０�
５８ カネスアドラシオン 牡４黒鹿５６ 菅原 勲杉澤 光雄氏 根本 康広 新冠 ムラカミファーム ４８６＋ ２１：５７．７６ ３５０．７�

（岩手）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ５２，５０６，６００円 複勝： ７７，４１５，１００円 枠連： ５３，７９１，３００円

普通馬連： ２０２，３４７，８００円 馬単： １４４，２８８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ５６，９４１，０００円

３連複： ２２４，０９５，４００円 ３連単： ５６６，２３６，５００円 計： １，３７７，６２２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １７０円 � １１０円 � ６８０円 枠 連（３－４） ２９０円

普通馬連 �� ３９０円 馬 単 �� １，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ２，３４０円 �� １，１００円

３ 連 複 ��� ４，５３０円 ３ 連 単 ��� ２４，３９０円

票 数

単勝票数 計 ５２５０６６ 的中 � ９９９１９（２番人気）
複勝票数 計 ７７４１５１ 的中 � ９２３７６（３番人気）� ３８５０７８（１番人気）� １３６４６（８番人気）
枠連票数 計 ５３７９１３ 的中 （３－４） １４１０９９（１番人気）
普通馬連票数 計２０２３４７８ 的中 �� ３８６８１０（１番人気）
馬単票数 計１４４２８８４ 的中 �� ８９０２７（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５６９４１０ 的中 �� ８６１４４（１番人気）�� ５０７４（２３番人気）�� １１２９９（１２番人気）
３連複票数 計２２４０９５４ 的中 ��� ３６５１９（１１番人気）
３連単票数 計５６６２３６５ 的中 ��� １７１３８（６６番人気）

ハロンタイム １２．４―１２．１―１３．０―１３．３―１２．６―１２．５―１２．６―１２．６―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．５―３７．５―５０．８―１：０３．４―１：１５．９―１：２８．５―１：４１．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フランコフォニー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００７．７．１ 福島１５着

２００５．３．１１生 牡５鹿 母 メヤディーニ 母母 Niodini １４戦４勝 賞金 ３６，１００，０００円
［他本会外：２戦０勝］

※出走取消馬 オーバーカムオール号（疾病〔右肩跛行〕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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 シベリアンライオン号・ベルグミサイル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



（２２中山１）第８日 １月２４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 １６９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
１，２７０，０００円
３，５３０，０００円
２，１２０，０００円
２７，７５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５９，６０７，０００円
４，５８９，０００円
１，６７３，１００円

勝馬投票券売得金
４７１，９９４，９００円
７１３，７０６，３００円
４５２，２３９，１００円
１，９７５，８８３，６００円
１，２４９，０９８，１００円
５６７，９５２，２００円
２，２５６，９０３，７００円
４，８０９，５７３，０００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 １２，４９７，３５０，９００円

総入場人員 ３３，０４５名 （有料入場人員 ３０，７１４名）



平成２２年度 第１回中山競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，４４６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

１，８７５，０９０，０００円
２９，３６０，０００円
７８，８７０，０００円
１３，８３０，０００円
１８１，８４０，０００円
５８０，０００円
５８０，０００円

５１１，４７８，０００円
４１，２０３，２００円
１４，３０５，５００円

勝馬投票券売得金
３，３７１，４９１，３００円
５，４１２，７７４，９００円
３，７１６，７７２，０００円
１４，５８２，２４６，８００円
９，２２９，３４９，３００円
４，２８６，９４６，７００円
１６，７０１，５１７，９００円
３２，３６１，５５３，７００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 ８９，６６２，６５２，６００円

総入場延人員 ２３５，５５２名 （有料入場延人員 ２１８，０８６名）




