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００００１ １月５日 晴 良 （２３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

６１２ グリーンファイヤー 牝３鹿 ５４ 横山 典弘西村 專次氏 古賀 史生 浦河 山口 義彦 ４８０＋ ６１：１３．１ １．３�

７１４ レッツマンボウ 牝３栗 ５４ 柴山 雄一�ミルファーム 田島 俊明 浦河 岡本 昌市 ４６８± ０１：１３．６３ ２２．７�
４８ ジャストザヒロイン 牝３栗 ５４ 幸 英明ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 むかわ 上水牧場 ４４４± ０１：１３．９２ ２２．７�
１１ ニシノゼーレ 牝３栗 ５４ 村田 一誠西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 西山牧場 ４３２＋ ４１：１４．５３� １０１．４�
３６ アブラカタブラ 牝３栗 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 福岡 光夫 ４５８＋ ２ 〃 クビ ３６．９�
６１１ タイキアンジェリカ 牝３栗 ５４

５２ △伊藤 工真�大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ ４６０＋ ８１：１４．６クビ ２３．１�

８１６ プルーフオブライフ 牝３青鹿５４ 北村 宏司大谷 正嗣氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム ４６６－１２ 〃 クビ ４４．６	
２４ ゴールドエタンセル 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝福島 実氏 杉浦 宏昭 厚真 大川牧場 ４５４－１４ 〃 アタマ ７．９

８１５ メイショウキスゲ 牝３黒鹿５４ 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４０８－１２１：１４．８１� ９５．６�
７１３ シ ャ ン ソ ン 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信田島榮二郎氏 嶋田 功 日高 前川 義則 ４５２－１０１：１４．９� ３４８．１�
５１０ シルバーエデン 牝３鹿 ５４ 二本柳 壮小林 久義氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 ４２４＋ ４１：１５．０クビ １１１．４
４７ バ ー ネ ッ ト 牝３芦 ５４

５１ ▲西村 太一昴ホースクラブ 松永 康利 新ひだか 沖田 哲夫 ４０８－ ８１：１５．１� ２９４．５�
１２ サンマルフェアー 牝３黒鹿５４ 内田 博幸相馬 勇氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 ４１２－ ６１：１５．４２ １１．２�
５９ ファインシルバー 牝３芦 ５４ 蛯名 正義井山 登氏 矢野 英一 新冠 岩見牧場 ３９８＋ ８１：１６．９９ ５３．５�
３５ フラワーバレッタ 牝３栗 ５４ 田中 博康 �ユートピア牧場 大竹 正博 白老 習志野牧場 ４１２－ ６１：１７．１１� １４３．５�
２３ バ ウ ヒ ニ ア 牝３栗 ５４ 小林 淳一宮田 守氏 松永 康利 新ひだか 築紫 洋 ４３０－ ６１：１７．２� ２２６．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，２５１，９００円 複勝： ６０，３７４，１００円 枠連： １４，８８４，５００円

普通馬連： ５１，７７４，０００円 馬単： ４４，３６４，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，０３４，５００円

３連複： ６８，０７８，１００円 ３連単： １２６，４７９，６００円 計： ４０４，２４０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １００円 � ２９０円 � ３１０円 枠 連（６－７） ６９０円

普通馬連 �� ７１０円 馬 単 �� ９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ３８０円 �� １，４２０円

３ 連 複 ��� ２，８８０円 ３ 連 単 ��� ７，５７０円

票 数

単勝票数 計 １６２５１９ 的中 � １０３１３３（１番人気）
複勝票数 計 ６０３７４１ 的中 � ４６１０５６（１番人気）� １７８２２（４番人気）� １５６９２（５番人気）
枠連票数 計 １４８８４５ 的中 （６－７） １６０６８（３番人気）
普通馬連票数 計 ５１７７４０ 的中 �� ５４０４９（３番人気）
馬単票数 計 ４４３６４０ 的中 �� ３６４１７（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２０３４５ 的中 �� ２１００４（２番人気）�� １５０１０（５番人気）�� ３３０８（１５番人気）
３連複票数 計 ６８０７８１ 的中 ��� １７４６０（１０番人気）
３連単票数 計１２６４７９６ 的中 ��� １２３４２（２１番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．９―１２．８―１２．６―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．０―３４．９―４７．７―１：００．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．１―３F３８．２
３ １２（２，１６）（１，８，１０）１４，１５，６（７，９，１１）４，３（５，１３） ４ １２，１６（２，８，１０）（１，１４）（６，１５）（７，１１，４）－９（３，１３）５

勝馬の
紹 介

グリーンファイヤー �
�
父 タイキファイヤー �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー ２０１０．７．１８ 新潟８着

２００８．５．４生 牝３鹿 母 ラビットポーズ 母母 ハワイアンソング ６戦１勝 賞金 １１，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バウヒニア号は，平成２３年３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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 サクラメアリ号

００００２ １月５日 晴 良 （２３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 ビービーアックス 牡３鹿 ５６ 松岡 正海�坂東牧場 手塚 貴久 新冠 中本牧場 ４６６－ ４１：５７．１ ２．５�

２３ バトルヴァイヤマン 牡３鹿 ５６ 的場 勇人宮川 秋信氏 牧 光二 日高 厚賀古川牧場 ５１６± ０１：５７．２� ２．６�
５１０ トウカイチャーム 牡３栗 ５６ 蛯名 正義内村 正則氏 栗田 博憲 平取 二風谷ファーム ４７０－ ６１：５７．６２� ４．４�
２４ コスモソユーズ 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新ひだか マークリ牧場 ４８０＋ ８１：５８．０２� １３．４�
３６ トラファルガー 牡３鹿 ５６ 江田 照男内藤 好江氏 中島 敏文 茨城 内藤牧場 ４７４＋１０１：５８．２１� ２６．６�
６１２ レ ゴ リ ス 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �天羽�治牧場 尾関 知人 日高 天羽 禮治 B５２２＋ ４１：５８．６２� ２４．４�
４７ コスモサジン 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 武市 康男 日高 富川牧場 ４３２± ０１：５９．３４ １８４．２	
４８ タイトロープ 牡３栗 ５６ 村田 一誠�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 ４８４－ ２１：５９．７２� ８９．５

１２ コスモオソレザン 牡３黒鹿５６ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 柴崎 勇 様似 澤井 義一 ４７６＋ ６２：００．０２ １３３．６�
７１３ ニシノカスケード 牡３青鹿５６ 三浦 皇成西山 茂行氏 水野 貴広 むかわ 西山牧場 ４７８＋ ２２：００．３２ ７４．３�
６１１ カシノダンガン 牡３黒鹿５６ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 村上牧場 B４７８＋１０２：００．４クビ ８０．２
７１４ オリオンザガロ 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 ５００－ ６２：００．７２ ３６５．８�
５９ リリーラッシュ 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優村島 昭男氏 杉浦 宏昭 日高 山際 辰夫 ４３８± ０２：００．８� ５２．８�
８１５ アイティキング 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ５１８＋１４２：００．９クビ ２５６．１�
８１６ ナムラターミナル 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹奈村 信重氏 畠山 吉宏 日高 賀張三浦牧場 ４５０－ ２２：０１．３２� １８５．９�
１１ マイネルコンプソス 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柄崎 孝 新冠 ビッグレッドファーム ４６４－ ４２：０２．５７ ２８０．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，３２２，２００円 複勝： ２４，０３３，２００円 枠連： １５，６４７，６００円

普通馬連： ５０，８７４，８００円 馬単： ３８，６７４，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，８０２，０００円

３連複： ６６，１５７，８００円 ３連単： １１７，４１４，７００円 計： ３４６，９２７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � １３０円 枠 連（２－３） ２４０円

普通馬連 �� ２７０円 馬 単 �� ５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １４０円 �� １７０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� ３５０円 ３ 連 単 ��� １，３１０円

票 数

単勝票数 計 １３３２２２ 的中 � ４３６７８（１番人気）
複勝票数 計 ２４０３３２ 的中 � ７５１２９（１番人気）� ６４３６２（２番人気）� ３８９６６（３番人気）
枠連票数 計 １５６４７６ 的中 （２－３） ４８４２２（１番人気）
普通馬連票数 計 ５０８７４８ 的中 �� １３９１０６（１番人気）
馬単票数 計 ３８６７４７ 的中 �� ５１２４２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０８０２０ 的中 �� ４３６４８（１番人気）�� ２９０２８（２番人気）�� ２３６００（３番人気）
３連複票数 計 ６６１５７８ 的中 ��� １４３４１７（１番人気）
３連単票数 計１１７４１４７ 的中 ��� ６６６３２（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２５．０―３８．１―５１．８―１：０５．１―１：１８．３―１：３１．４―１：４４．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．０―３F３８．８
１
３
１２，１０，１４－５－１３，３，１６（１，７）（４，１５）－６，１１－９，８－２・（１２，１０）１４（５，３）（１３，１６）（７，４，１１）６－１５，２，１（９，８）

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

勝馬の
紹 介

ビービーアックス �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 メジロテイターン デビュー ２０１０．７．１１ 福島５着

２００８．３．２９生 牡３鹿 母 ダイヤターン 母母 キヨウシンタマヨリ ５戦１勝 賞金 ９，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネルコンプソス号は，平成２３年３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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 カイシュウウルフ号・ゴールドウォッチ号・ニシノオウガイ号

第１回　中山競馬　第１日



００００３ １月５日 晴 良 （２３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

３５ ニシノゲイナー 牡３鹿 ５６ F．ベリー 西山 茂行氏 武藤 善則 むかわ 西山牧場 ４５６＋ ２１：１２．７ ３．６�
（愛）

３６ ジパングパワー 牡３鹿 ５６ 横山 典弘大野 龍氏 嶋田 功 新ひだか カタオカステーブル ４８０＋ ２１：１３．１２� １５．６�
５９ � フェアユース 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �社台レースホース河野 通文 米 Shadai Farm ４９６＋１６ 〃 ハナ ７．０�
８１６� アポロノカンザシ 牝３栗 ５４ 北村 宏司アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Colts Neck

Stables ４４０－ ２１：１３．２� ２．０�
２３ ヨイチサークル 牡３鹿 ５６ 江田 照男加藤 興一氏 菅原 泰夫 平取 松崎 文彦 ４８０± ０１：１３．４� ３１．９�
４８ コスモハンサム 牡３栗 ５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 美波 浦河 山田牧場 ４６８＋ ８１：１３．８２� ７．９�
２４ キ ー パ ー 牡３栗 ５６

５３ ▲平野 優水上 行雄氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 ４６０－ ２１：１３．９クビ １９２．０	
８１５ サラノブランシュ 牡３芦 ５６ 津村 明秀神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 ４８４－ ４１：１４．０� ４９．９

５１０ トミケンデアムート 牡３黒鹿５６ 丸田 恭介冨樫 賢二氏 水野 貴広 日高 沖田牧場 ４８２－ ６１：１４．４２� １４６．５�
７１３ ジョープラチネラ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人上田けい子氏 岩戸 孝樹 新冠 川上 悦夫 ４４４＋ ２ 〃 クビ ３６．７�
１２ リネンムード 牝３青 ５４ 田辺 裕信戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 ４８８＋ ２１：１４．５クビ ４９．３
６１１ カプリースレディー 牝３鹿 ５４ 幸 英明 �杵臼斉藤牧場 石毛 善彦 浦河 杵臼斉藤牧場 ４１６－ ２ 〃 ハナ １５７．９�
７１４� ゴールドフェスタ 牝３黒鹿５４ 石橋 脩�グランド牧場 伊藤 圭三 米 Grand Stud ５１０＋１０ 〃 ハナ １７８．０�
１１ ヤマノエレガンス 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太澤村 敏雄氏 阿部 新生 様似 北澤 正則 ４３２－ ６１：１５．４５ ６４８．１�
６１２ カンヌシチー 牝３鹿 ５４ 鈴来 直人 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 日高 幾千世牧場 ４６６－ ２ 〃 ハナ ５０６．８�
４７ オ オ マ サ リ 牡３黒鹿５６ 武士沢友治中村 勝彦氏 成島 英春 青森 扶桑牧場 ４４６－ ２１：１６．１４ ４７１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，５８５，３００円 複勝： ３４，９４６，８００円 枠連： １７，６８２，７００円

普通馬連： ６１，３３４，７００円 馬単： ４５，４３９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，０７６，７００円

３連複： ７３，０６８，５００円 ３連単： １２８，７１７，０００円 計： ４０２，８５０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １８０円 � ３７０円 � ２７０円 枠 連（３－３） １，７５０円

普通馬連 �� １，９７０円 馬 単 �� ２，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６２０円 �� ５００円 �� １，２８０円

３ 連 複 ��� ３，２９０円 ３ 連 単 ��� １４，０４０円

票 数

単勝票数 計 １８５８５３ 的中 � ４１８０２（２番人気）
複勝票数 計 ３４９４６８ 的中 � ６３２４９（２番人気）� ２１３８０（５番人気）� ３３５６４（４番人気）
枠連票数 計 １７６８２７ 的中 （３－３） ７４６４（６番人気）
普通馬連票数 計 ６１３３４７ 的中 �� ２３０７１（７番人気）
馬単票数 計 ４５４３９０ 的中 �� １３２３９（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３０７６７ 的中 �� ９３８２（７番人気）�� １１８６９（５番人気）�� ４２１０（１３番人気）
３連複票数 計 ７３０６８５ 的中 ��� １６４２６（１１番人気）
３連単票数 計１２８７１７０ 的中 ��� ６７６８（３９番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．７―１１．５―１２．５―１２．７―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．５―３４．０―４６．５―５９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．２―３F３８．７
３ ２（６，９）（３，１１，１６，１５）（８，１３）（４，５，１４）－（７，１０，１２）－１ ４ ２（６，９）（３，１６）（１１，１５）（８，１３）（４，５）－１４（７，１０，１２）１

勝馬の
紹 介

ニシノゲイナー �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２０１０．１２．１９ 中山２着

２００８．３．１１生 牡３鹿 母 ニシノフレイア 母母 アワロイヤルブルー ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔制裁〕 コスモハンサム号の騎手丹内祐次は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１３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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 コルツフット号・フレッチャロッサ号
※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。

００００４ １月５日 晴 良 （２３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

４７ キッズアプローズ 牡５鹿 ５７ 田中 勝春瀬谷 �雄氏 牧 光二 早来 ノーザンファーム ５００＋ ６１：５５．１ １．２�

７１２ ギャザーロージズ �４芦 ５６ F．ベリー 吉田 勝己氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４７４＋ ８１：５５．３１� ９．５�
（愛）

３５ ロトスカイブルー 牡５鹿 ５７ 横山 典弘國武 佳博氏 成島 英春 新冠 赤石 久夫 ５００＋ ８１：５６．０４ １１．９�
６１１ トーセンアドミラル 牡４鹿 ５６ 内田 博幸島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５０６＋２２ 〃 ハナ ２３．２�
８１４ マイネルプロートス 牡５黒鹿５７ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 コスモヴューファーム ５１８＋ ４１：５６．２１� １６３．２�
１１ ニシノサンタロウ 牡４黒鹿５６ 柴田 善臣西山 茂行氏 鈴木 伸尋 むかわ 西山牧場 ５６０＋ ８ 〃 ハナ １２．７	
５９ ナムラロアー 牡４鹿 ５６ 吉田 豊奈村 信重氏 田村 康仁 新ひだか 小野 秀治 ４５０＋１６ 〃 ハナ ４３．０

３４ メイスンファースト 牡６鹿 ５７ 北村 宏司梅村 浩氏 小島 茂之 浦河 地興牧場 B４８８＋ ８ 〃 アタマ １９８．６�
６１０ リンガスアクター 牡５黒鹿５７ 江田 照男伊藤 巖氏 谷原 義明 静内 三木田 頼嗣 ４８２＋ ２１：５６．７３ ８０．９�
８１５ グラスブレイド 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信半沢 星野 忍 日高 ヤナガワ牧場 ４８６＋ ８１：５６．８クビ ３４．３�
２２ ミ ア コ ル サ 牝４鹿 ５４ 小林 淳一有限会社シルク土田 稔 日高 鹿戸 美明 ４６６＋ ４１：５７．０１� ２４４．１�
７１３ サクラルーラー 牡５鹿 ５７ 小島 太一�さくらコマース小島 太 新ひだか 新和牧場 ５４２＋ ２１：５７．１� ２１０．１�
２３ マキシムトパーズ 牡４青鹿５６ 三浦 皇成小田 廣美氏 石栗 龍彦 平取 原田 新治 ５００＋１６１：５７．８４ １９８．２�
４６ アドバンスペリー 牡４鹿 ５６ 吉田 隼人西川 隆士氏 池上 昌弘 新冠 川上牧場 B４８６＋ ６１：５８．２２� ２９７．６�
５８ マイネルゲネラール 牡４青鹿５６ A．クラストゥス �サラブレッドクラブ・ラフィアン 小笠 倫弘 新ひだか 片岡牧場 ５３０＋３０ 〃 アタマ １５３．４�

（仏）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２６，２０５，２００円 複勝： ７８，１８３，８００円 枠連： １８，４００，１００円

普通馬連： ６０，３０９，４００円 馬単： ５９，７０９，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，３４５，７００円

３連複： ７５，９５１，５００円 ３連単： １７５，０９９，３００円 計： ５２１，２０４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １２０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � １６０円 枠 連（４－７） ３８０円

普通馬連 �� ４００円 馬 単 �� ４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ２２０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� ７１０円 ３ 連 単 ��� １，７３０円

票 数

単勝票数 計 ２６２０５２ 的中 � １７６９３４（１番人気）
複勝票数 計 ７８１８３８ 的中 � ５５８７９１（１番人気）� ４７４１５（３番人気）� ５１３３９（２番人気）
枠連票数 計 １８４００１ 的中 （４－７） ３６６４０（２番人気）
普通馬連票数 計 ６０３０９４ 的中 �� １１２６９１（１番人気）
馬単票数 計 ５９７０９４ 的中 �� ９３６３３（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７３４５７ 的中 �� ３８３２１（１番人気）�� ３４２７３（３番人気）�� ９４５３（７番人気）
３連複票数 計 ７５９５１５ 的中 ��� ７９０９２（１番人気）
３連単票数 計１７５０９９３ 的中 ��� ７５１２７（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２５．２―３８．９―５２．６―１：０６．０―１：１８．８―１：３１．１―１：４２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．１―３F３６．３
１
３
７，１１（５，１４）（９，１２，１５）１，１３，１０（４，８）６，２，３・（７，１１）１４（５，１２）９（１，１５）（１０，１３）（４，６）（２，８）３

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

勝馬の
紹 介

キッズアプローズ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 End Sweep デビュー ２００９．３．７ 中山２着

２００６．２．２生 牡５鹿 母 キッズフェイヴァー 母母 インフェイヴァー ８戦３勝 賞金 ３６，１０９，０００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。



００００５ １月５日 晴 良 （２３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

５１０ ロンズデーライト 牡３鹿 ５６ 松岡 正海青山 洋一氏 小笠 倫弘 新冠 パカパカ
ファーム ４８０± ０２：０２．５ ６．６�

１２ オールヴォアール 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹田島榮二郎氏 小西 一男 新ひだか 前川 隆則 ５０４± ０ 〃 クビ ２．３�
５９ ヒカルウインド 牡３青鹿５６ 横山 典弘�橋 京子氏 勢司 和浩 登別 青藍牧場 ４６６－ ２２：０２．６� ６．７�
３６ ミススパイダー 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝菊池 昭雄氏 萱野 浩二 新ひだか 矢野牧場 B４４４＋ ２ 〃 ハナ ５．２�
４８ メイショウオオトネ 牡３青 ５６ 内田 博幸松本 好雄氏 小島 太 千歳 社台ファーム ５１０＋ ２ 〃 ハナ ２２．２�
７１３ トルネードビア 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太畑佐 博氏 水野 貴広 新ひだか 酒井 秀紀 ３９６＋ ２２：０２．７クビ ２７９．３�
３５ ミラクルオブレナ 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか へいはた牧場 ４９６－ ４ 〃 ハナ ４０．９�
２３ ジョンブルクリス 牡３栗 ５６ 宮崎 北斗	イーデン産業 柴崎 勇 日高 千葉飯田牧場 ４６０＋ ２２：０２．８クビ ３０．０

７１４ メジロハクリュウ 牡３鹿 ５６ 黛 弘人	メジロ牧場 土田 稔 洞爺湖 メジロ牧場 ４６０± ０ 〃 アタマ １６．９�
６１１ コスモブルーローズ 牝３鹿 ５４

５２ △伊藤 工真 	ビッグレッドファーム 阿部 新生 新冠 ビッグレッドファーム ４５４＋ ２２：０３．０１� ５１．８�
２４ キャッチザウェーブ 牡３栗 ５６ 石橋 脩松岡 雅昭氏 柴田 政人 日高 インターナショ

ナル牧場 ５０２± ０ 〃 クビ １２５．９
８１５ トーセンヒカリ 牡３鹿 ５６ 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム ４６８＋ ４２：０３．１� １０８．２�
６１２ クイーンセレニティ 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥山上 和良氏 和田正一郎 浦河 畔高牧場 ４７０－ ２２：０３．３１ ９７．１�
４７ シンボリドンナー 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人シンボリ牧場 岩戸 孝樹 日高 シンボリ牧場 ４７２－ ８ 〃 クビ １４．３�
８１６ コスモインナビット 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム ４８４－１０２：０３．８３ ２６．７�
１１ レピドライト 牝３鹿 ５４ 村田 一誠�ノースヒルズ 田中 剛 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６０－１２２：０４．２２� ２９１．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，３１５，４００円 複勝： ３３，１８０，６００円 枠連： ２３，８７２，４００円

普通馬連： ６９，４２０，７００円 馬単： ４６，５１２，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，３０９，１００円

３連複： ８８，７３８，１００円 ３連単： １３４，８２７，４００円 計： ４４４，１７５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � １７０円 � １３０円 � １９０円 枠 連（１－５） ３９０円

普通馬連 �� ８１０円 馬 単 �� ２，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ５３０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� １，４６０円 ３ 連 単 ��� １０，３５０円

票 数

単勝票数 計 １９３１５４ 的中 � ２３２８５（３番人気）
複勝票数 計 ３３１８０６ 的中 � ４７７７９（３番人気）� ８９６５１（１番人気）� ３８１２７（４番人気）
枠連票数 計 ２３８７２４ 的中 （１－５） ４５７８１（１番人気）
普通馬連票数 計 ６９４２０７ 的中 �� ６３２６５（２番人気）
馬単票数 計 ４６５１２１ 的中 �� １５３７８（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８３０９１ 的中 �� ２２５２３（２番人気）�� １２３８３（５番人気）�� １９５４８（３番人気）
３連複票数 計 ８８７３８１ 的中 ��� ４５１６２（３番人気）
３連単票数 計１３４８２７４ 的中 ��� ９６１７（１８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．４―３６．５―４９．１―１：０２．１―１：１４．１―１：２６．６―１：３８．６―１：５０．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．４―３F３５．９
１
３
１５（１０，１６）６（９，１１）２，３，５（４，８）－（７，１２）－１３，１４，１・（１５，１０，１６）（６，９，１１）（２，３，５）（８，１４）４（７，１２）１３－１

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

勝馬の
紹 介

ロンズデーライト �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Affirmed デビュー ２０１０．１０．２３ 東京６着

２００８．４．２５生 牡３鹿 母 プリンセスリーマ 母母 First Fling ４戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
※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。
（非抽選馬） ８頭 イッツスパーブ号・エルクロス号・オウエイファントム号・キャプテンダリア号・クロスザレイチェル号・

コスモバラマン号・スリンシンガポール号・ミラクルアイヴァー号

００００６ １月５日 晴 良 （２３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 ６，５００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 ９８０，０００円 ６５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

２３ テラノコブラ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝寺田 寿男氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７６ ―２：０４．６ ２．７�

６１２ ヴァーゲンザイル 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム ４７４ ― 〃 ハナ １９．５�
１１ カラータイマー 牡３栗 ５６ A．クラストゥス 山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４７８ ―２：０４．７� ２．４�

（仏）

１２ タウレプトン 牡３栗 ５６ 中舘 英二 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９４ ―２：０５．０１� ８．２�

５１０ ア ル シ ノ エ 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介佐藤 壽男氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ５０２ ― 〃 クビ １６１．８�
７１３ ラストチャレンジ 牡３栗 ５６ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 むかわ 上水牧場 ４９０ ―２：０５．２１� ６６．３�
３５ エメラルドインディ 牝３栗 ５４ 幸 英明�大樹ファーム 久保田貴士 浦河 杵臼牧場 ４４０ ―２：０５．３クビ ３２．７	
８１６ ゴールドカルラ 牝３鹿 ５４

５２ △伊藤 工真磯波 勇氏 高木 登 新冠 守矢牧場 ４９０ ― 〃 ハナ ６８．６

３６ ドラゴンパール 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥窪田 康志氏 牧 光二 浦河 バンダム牧場 ４４６ ―２：０５．６２ ７４．１�
７１４ ダ ー ク ラ ム 牡３黒鹿５６ 松岡 正海�ジェイアール 鈴木 伸尋 日高 賀張三浦牧場 ４７４ ― 〃 ハナ ４８．１
６１１ ダイワジョンクック 牡３栗 ５６ 的場 勇人大城 敬三氏 的場 均 新ひだか フジワラフアーム ５２８ ―２：０５．７� ２０．７�
４８ キングダリア 牡３鹿 ５６ 内田 博幸田中 由子氏 二ノ宮敬宇 新冠 佐藤 信広 ４６８ ―２：０６．０１� １３．１�
８１５ ビービーレガリア 牡３黒鹿５６ 武士沢友治坂東 勝彦氏 手塚 貴久 新ひだか 久井牧場 B４７６ ―２：０６．２１� ２９７．２�
５９ ド ラ ゴ ン 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥中村 浩章氏 松山 将樹 平取 原田 新治 ４６６ ―２：０６．７３ １３８．０�
２４ クラウンシャイネス 牡３栗 ５６ 石橋 脩星野 壽市氏 相沢 郁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９４ ―２：０７．３３� １４２．１�
４７ タンペラマン 牡３黒鹿５６ 横山 典弘池谷 誠一氏 鈴木 康弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９６ ―２：０８．８９ １６．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，７０３，５００円 複勝： ２９，０２１，１００円 枠連： ２２，７０３，４００円

普通馬連： ６５，９８０，４００円 馬単： ４５，２６６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，１３５，７００円

３連複： ７２，６６３，１００円 ３連単： １１８，１７３，６００円 計： ３９８，６４７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １３０円 � ３６０円 � １３０円 枠 連（２－６） １，３３０円

普通馬連 �� ３，４７０円 馬 単 �� ５，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９５０円 �� １８０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� ２，５９０円 ３ 連 単 ��� ２０，７８０円

票 数

単勝票数 計 ２２７０３５ 的中 � ６６９８０（２番人気）
複勝票数 計 ２９０２１１ 的中 � ６９９０９（２番人気）� １３１６８（６番人気）� ７６２５２（１番人気）
枠連票数 計 ２２７０３４ 的中 （２－６） １２６１３（６番人気）
普通馬連票数 計 ６５９８０４ 的中 �� １４０４８（１１番人気）
馬単票数 計 ４５２６６３ 的中 �� ６２３５（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２１３５７ 的中 �� ４８２２（１１番人気）�� ４０００１（１番人気）�� ６４３１（８番人気）
３連複票数 計 ７２６６３１ 的中 ��� ２０７５７（５番人気）
３連単票数 計１１８１７３６ 的中 ��� ４１９７（４７番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１３．１―１２．８―１３．９―１３．０―１２．９―１２．３―１１．６―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．４―３６．５―４９．３―１：０３．２―１：１６．２―１：２９．１―１：４１．４―１：５３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．４―３F３５．５
１
３
３，１３（１，１６）－（７，１０）（５，１５）－（６，１１）２（９，１２）－１４－８－４・（３，１３）（１，１６）（５，１０）（６，７，１１）１５（９，１２）（２，８）１４，４

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

勝馬の
紹 介

テラノコブラ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００８．２．３生 牡３栗 母 マルカパール 母母 ディスコホール １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１０頭 アイアイドリーミー号・ヴィオラダモーレ号・カイシュウドリカム号・ケイアイカミカゼ号・サトノスナイパー号・

スターメイカー号・ニシノラプター号・フライハイエスト号・フロムジャパン号・ヤマニンリップル号
※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。



００００７ １月５日 晴 良 （２３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

４６ � オ ー セ ロ ワ �５栗 ５７ 横山 典弘吉田 和美氏 安田 隆行 米 Mike G.
Rutherford ４９６－ ４１：１２．５ １．８�

４７ シルクミライ 牝４黒鹿５４ 吉田 豊有限会社シルク松山 将樹 浦河 福岡 光夫 ４６０＋ ８１：１２．６	 １８．５�
６１１ トウショウフォアゴ 牡４黒鹿５６ 石橋 脩トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４７８＋ ４１：１２．７
 ３．９�
３５ コ ス モ オ ー 牡５栗 ５７ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 浦河 畔高牧場 ５５６＋ ６ 〃 ハナ １５３．３�
２３ ケイアイアシュラ 牡４栗 ５６ 幸 英明 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか 松田 三千雄 ４９６＋１４ 〃 クビ １４．７�
５８ � セイウンリファイン 牡５鹿 ５７ 村田 一誠西山 茂行氏 萱野 浩二 米 Aaron U. Jones

& Marie D. Jones ４９８＋ ４１：１２．８
 ６０．２	
７１３� ダニエルバローズ 牡５青鹿５７ 勝浦 正樹猪熊 広次氏 野中 賢二 米 J. D. Squires ４９６－ ２１：１２．９
 １２．５

５９ カリズマアゲン 牡４鹿 ５６

５３ ▲平野 優浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三木田 明仁 B４７８－ ３１：１３．０
 ４４９．４�
１１ ノボパガーレ 牡５栗 ５７ 三浦 皇成�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ４９２＋１０１：１３．１クビ ５１．１�
３４ �� アポロジャスミン 牝４鹿 ５４ 内田 博幸アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Angelo Ferro

& Victor Flores ４３４＋ ３１：１３．２
 ２５．９
７１２� マルターズブレーヴ 牡５鹿 ５７ 北村 宏司藤田 在子氏 堀井 雅広 米 Lisa Jones &

Jerard Jones ４８２＋ ２ 〃 クビ １０．２�
２２ � レッドキャタピラー 牡７黒鹿５７ 中舘 英二小田 吉男氏 森 秀行 米 Diamond A

Racing Corp. ５２６－１２１：１３．８３
 ９５．０�
８１５� ハヤブサエミネンス 牝４鹿 ５４ 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 米 Grand Farm ４４８－ ２１：１３．９クビ ９９．２�
８１４ ナムラトリトン 牡４芦 ５６

５３ ▲菅原 隆一奈村 信重氏 松永 康利 新ひだか 平野牧場 ４２４＋ ６１：１４．３２
 ４１．８�
６１０ グッデーコパ 牝５青鹿５５ 田辺 裕信小林 祥晃氏 上原 博之 日高 ヤナガワ牧場 ４９０－ ４１：１５．０４ １２８．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，６６８，９００円 複勝： ３２，２７７，６００円 枠連： ２４，５７６，６００円

普通馬連： ８１，９３５，９００円 馬単： ５９，４４５，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，９２４，９００円

３連複： ９７，１３５，４００円 ３連単： １６７，９１７，６００円 計： ５１４，８８２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ２６０円 � １３０円 枠 連（４－４） １，５１０円

普通馬連 �� １，３３０円 馬 単 �� １，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� １８０円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� １，６６０円 ３ 連 単 ��� ７，６２０円

票 数

単勝票数 計 ２１６６８９ 的中 � ９７１９０（１番人気）
複勝票数 計 ３２２７７６ 的中 � １０５９１０（１番人気）� ２０３０１（５番人気）� ６６７３９（２番人気）
枠連票数 計 ２４５７６６ 的中 （４－４） １２０３７（５番人気）
普通馬連票数 計 ８１９３５９ 的中 �� ４５６３１（５番人気）
馬単票数 計 ５９４４５３ 的中 �� ２４３６２（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９９２４９ 的中 �� １５７６６（３番人気）�� ５２８３４（１番人気）�� ７６６１（１０番人気）
３連複票数 計 ９７１３５４ 的中 ��� ４３２５６（４番人気）
３連単票数 計１６７９１７６ 的中 ��� １６２７３（１８番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．８―１１．５―１２．３―１２．４―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．８―３４．３―４６．６―５９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�オ ー セ ロ ワ �
�
父 Awesome Again �

�
母父 Cozzene デビュー ２００９．７．１１ 阪神９着

２００６．２．１６生 �５栗 母 Sixtyone Margaux 母母 West Sider １２戦３勝 賞金 ３４，６６３，０００円

００００８ １月５日 晴 良 （２３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 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

５１０� ヒシパーフェクト 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信阿部雅一郎氏 久保田貴士 米 Thomas L.
Nichols ４７４± ０１：５３．８ ９．３�

７１４ グレースエポナ 牝７黒鹿５５ 柴田 善臣吉田 照哉氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム ５４６± ０１：５４．２２� １３．７�
７１３ タイキジャガー 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝�大樹ファーム 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４８６＋ ６１：５４．３クビ ３．８�
８１５ タマビッグボス 牡４青鹿５６ 松岡 正海玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ５０６＋ ６ 〃 アタマ ２５．７�
５９ リアルフリーダム 牡４黒鹿５６ 横山 典弘吉田 照哉氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４５８± ０１：５４．４	 ９．３�
２４ 
 トウショウゲーム 牡６栗 ５７ 田中 勝春トウショウ産業� 池上 昌弘 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５３８＋ ６１：５４．５� １０．５	
１１ ローンウルフ 牡６栗 ５７ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 静内 岡田スタツド ４７２－ ２１：５４．６� １６．７

６１１ コスモフォース 牡５鹿 ５７ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 様似 土井 仁 ５１４＋ ８ 〃 クビ １８２．３�
１２ レオソリスト 牡６黒鹿５７ 江田 照男�レオ 岩戸 孝樹 平取 協栄組合 B５２８＋ ４ 〃 アタマ ８２．４�
４８ シ ン ワ ラ ヴ 牡６青鹿５７ 中舘 英二若尾 昭一氏 田村 康仁 鵡川 安田 幸子 ５０６－ ４１：５５．０２� １７９．１
４７ 
 モエレエンデバー 牡４黒鹿５６ 三浦 皇成中村 和夫氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 ４８６＋１２１：５５．２１� ４．６�
８１６ デンコウヤマト 牡５栗 ５７ 小島 太一田中 康弘氏 小島 太 浦河 辻 牧場 ４７６± ０ 〃 クビ ２３．８�
３５ マルブツフラッシュ 牡７鹿 ５７ 吉田 豊大澤 毅氏 中島 敏文 伊達 高橋農場 ５１２± ０１：５５．７３ ２０６．５�
２３ ジェットヴォイス 牡４鹿 ５６ 丸田 恭介本間 茂氏 石毛 善彦 日高 新井 昭二 ４９８＋１４１：５６．１２� ４４．５�
６１２ ハクバドウジ 牡６芦 ５７ 吉田 隼人�ターフ・スポート佐藤 吉勝 浦河 大北牧場 B５２４＋１２１：５６．７３� ４６．３�
３６ トウカイトキメキ 牡４栗 ５６ 内田 博幸内村 正則氏 中村 均 日高 福満牧場 ５３０－ ２１：５７．４４ ５．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，６５９，７００円 複勝： ４０，３９３，１００円 枠連： ２９，４２８，２００円

普通馬連： ９７，９１２，３００円 馬単： ５７，２９９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，１６８，４００円

３連複： １１２，１３３，８００円 ３連単： １７１，７７１，２００円 計： ５６４，７６６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９３０円 複 勝 � ３００円 � ２８０円 � １７０円 枠 連（５－７） ６７０円

普通馬連 �� ５，４７０円 馬 単 �� １０，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７００円 �� ７６０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ５，９９０円 ３ 連 単 ��� ５２，４１０円

票 数

単勝票数 計 ２２６５９７ 的中 � １９３１４（４番人気）
複勝票数 計 ４０３９３１ 的中 � ３１２７１（５番人気）� ３３９９２（４番人気）� ８１２６７（１番人気）
枠連票数 計 ２９４２８２ 的中 （５－７） ３２８０６（２番人気）
普通馬連票数 計 ９７９１２３ 的中 �� １３２１３（２３番人気）
馬単票数 計 ５７２９９６ 的中 �� ３９８８（４４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３１６８４ 的中 �� ４５９５（２１番人気）�� １０９５０（８番人気）�� １３８９５（４番人気）
３連複票数 計１１２１３３８ 的中 ��� １３８３３（１６番人気）
３連単票数 計１７１７７１２ 的中 ��� ２４１９（１７４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．７―１２．１―１３．０―１３．３―１３．３―１２．８―１２．５―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．２―３６．３―４９．３―１：０２．６―１：１５．９―１：２８．７―１：４１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３７．９
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�ヒシパーフェクト �
�
父 Pleasantly Perfect �

�
母父 Silver Deputy デビュー ２００９．３．１ 中山３着

２００６．２．９生 牡５鹿 母 Zinned 母母 I’m in Celebration １８戦４勝 賞金 ４９，２０４，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 アイノカゼ号・リバイバルシチー号



００００９ １月５日 晴 良 （２３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 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．４

良

良

６９ デルマドゥルガー 牝３鹿 ５４ A．クラストゥス 浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム ４８２－ ４１：３５．０ ５．６�
（仏）

８１２ ロードカナロア 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム ４８０－ ６１：３５．１� ２．１�
１１ コスモソーンパーク 牡３青鹿５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム ４７２＋ ６１：３５．３１� ６．８�
４４ リルバイリル 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一小林 薫氏 栗田 博憲 様似 富田 恭司 ４８０± ０１：３５．５１� １４．５�
５７ マイネルロガール 牡３鹿 ５６ F．ベリー �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム ４９２＋２４１：３５．７１ １８．２�
（愛）

６８ キッズニゴウハン 牡３栗 ５６ 田中 勝春瀬谷 	雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４７２－ ２ 〃 ハナ ５．６

７１０ エーブポセイドーン 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝 �レーシングホース

ジャパン 清水 利章 新ひだか シンボリ牧場 ５０４＋ ２ 〃 クビ ２０．６�
８１３ ベ リ ア ル 牡３栗 ５６ 内田 博幸田原 邦男氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４５０－ ６１：３５．８	 ２１．３�
５６ 
 ダークフィラメント 牡３黒鹿５６ 北村 宏司吉田 和美氏 高柳 瑞樹 新ひだか 片岡 博 ４７８－ ６１：３５．９クビ １６０．２
４５ リバービバップ 牡３栗 ５６ 吉田 豊�大川牧場 伊藤 伸一 厚真 大川牧場 ４５４＋ ８ 〃 クビ １７７．２�
７１１
 デスティニーホープ 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 モリナガファーム ４３８＋ ２１：３６．０	 ２７１．９�
２２ ボストンエンペラー 牡３黒鹿５６ 幸 英明ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４５８－ ４１：３６．３１	 ３４．６�
３３ コットンフィールド 牡３芦 ５６ 田中 博康 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４４８＋ ６１：３８．１大差 ２２４．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３７，３６５，２００円 複勝： ５３，９０２，７００円 枠連： ３３，７９６，７００円

普通馬連： １５３，５９８，６００円 馬単： ８８，１２１，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，０４５，５００円

３連複： １４６，９０６，０００円 ３連単： ２９５，８３３，２００円 計： ８５１，５６９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � １４０円 � １３０円 � １５０円 枠 連（６－８） ３３０円

普通馬連 �� ７４０円 馬 単 �� １，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ３８０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� １，１７０円 ３ 連 単 ��� ７，４００円

票 数

単勝票数 計 ３７３６５２ 的中 � ５２７９９（２番人気）
複勝票数 計 ５３９０２７ 的中 � １０７５３４（２番人気）� １１７１５８（１番人気）� ８８５５５（３番人気）
枠連票数 計 ３３７９６７ 的中 （６－８） ７７５１３（１番人気）
普通馬連票数 計１５３５９８６ 的中 �� １５５２８０（２番人気）
馬単票数 計 ８８１２１５ 的中 �� ３３９８３（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２０４５５ 的中 �� ３４６０９（２番人気）�� ２６５６５（４番人気）�� ３１４７８（３番人気）
３連複票数 計１４６９０６０ 的中 ��� ９３０８４（１番人気）
３連単票数 計２９５８３３２ 的中 ��� ２９５１１（７番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．５―１２．９―１２．３―１１．９―１１．０―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．７―３５．２―４８．１―１：００．４―１：１２．３―１：２３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．９―３F３４．６

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

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

デルマドゥルガー �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１０．６．２６ 福島５着

２００８．５．２３生 牝３鹿 母 アドマイヤアイリス 母母 アンシャンテ ９戦２勝 賞金 ３５，７５４，０００円
〔制裁〕 コットンフィールド号の騎手田中博康は，３コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金１０，０００円。（２番・８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を表示している。

０００１０ １月５日 晴 良 （２３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 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００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

４７ カホマックス 牝４鹿 ５４ 中舘 英二星野 壽市氏 相沢 郁 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８０＋ ４１：１１．２ ９．５�

４８ ケイアイダイオウ 牡５鹿 ５７ 伊藤 工真 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか グランド牧場 ５４４－ ６ 〃 クビ １６．１�
３６ デイトユアドリーム 牝５鹿 ５５ 松岡 正海ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４７４± ０１：１１．３� ６．１�
３５ � ド ス ラ イ ス 牡５栗 ５７ 柴田 善臣小田 吉男氏 森 秀行 米 WinStar

Farm, LLC ５２０－ ６１：１１．５１	 ５．５�
７１３ メトロノース 牡５芦 ５７ 内田 博幸 �キャロットファーム 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４７６± ０ 〃 ハナ ２．８�
２３ モアザンスマート 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 ４８４－ ６１：１１．７１ ６０．５	
５１０ リリーハーバー 牡７黒鹿５７ 柴山 雄一土井 孝夫氏 池添 兼雄 三石 下屋敷牧場 ５０４＋１０１：１１．９１ ２８．４

６１２ ドリームクラウン 牡６栗 ５７ 横山 典弘セゾンレースホース� 中村 均 静内 へいはた牧場 ５１２－ ８１：１２．０� ２３．７�
７１４� トーセンクロス 牡７鹿 ５７ A．クラストゥス 島川 �哉氏 小笠 倫弘 米

Robert N. Clay
& Fair Way
Equine, LLC

B５１４＋１０ 〃 クビ ５．７
（仏）

６１１ ティアップハーレー 牡５栗 ５７ 北村 宏司田中 昇氏 高木 登 浦河 佐々木 恵一 ４８６± ０１：１２．１
 ３２．９�
８１６ ギ ン ゲ イ 牡６芦 ５７ 丸田 恭介加藤 信之氏 高市 圭二 新冠 長浜 忠 ５０８＋ ８１：１２．５２� ２９．１�
８１５ フローライゼ 牡４栗 ５６ 武士沢友治飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B４９０－１０１：１２．９２� １８８．２�
１１ � カフェレジェンド 牡６青鹿５７ 三浦 皇成西川 光一氏 松山 康久 米 Fred M. Allor B５２８＋ ８１：１３．５３� ４１．８�
５９ ジェイケイボストン �８黒鹿５７ 西田雄一郎小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ５１８＋ ４１：１３．６クビ ３４７．３�
１２ ラッキーバニヤン 牡６栗 ５７ 後藤 浩輝津村 靖志氏 小崎 憲 新冠 松浦牧場 ５００＋１０１：１３．８１� １８１．３�
２４ シルクプラチナム 牡８芦 ５７ 幸 英明有限会社シルク尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ５４２＋ ２１：１４．３３ １５０．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，９７１，３００円 複勝： ６４，５１８，４００円 枠連： ５２，１３９，２００円

普通馬連： １８３，９０５，０００円 馬単： １０１，３５２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ５６，２６８，４００円

３連複： ２１４，５３１，９００円 ３連単： ３６９，２５４，６００円 計： １，０７５，９４１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９５０円 複 勝 � ３４０円 � ４６０円 � ２２０円 枠 連（４－４） ９，８１０円

普通馬連 �� ９，２００円 馬 単 �� １５，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４９０円 �� １，５３０円 �� １，８９０円

３ 連 複 ��� ２０，１６０円 ３ 連 単 ��� １０８，５３０円

票 数

単勝票数 計 ３３９７１３ 的中 � ２８４３５（５番人気）
複勝票数 計 ６４５１８４ 的中 � ４８６５６（５番人気）� ３３７６２（６番人気）� ８９４３０（４番人気）
枠連票数 計 ５２１３９２ 的中 （４－４） ３９２４（２１番人気）
普通馬連票数 計１８３９０５０ 的中 �� １４７５６（２８番人気）
馬単票数 計１０１３５２９ 的中 �� ４８１７（５０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５６２６８４ 的中 �� ５５２６（２８番人気）�� ９１８７（１７番人気）�� ７３６０（２４番人気）
３連複票数 計２１４５３１９ 的中 ��� ７８５４（６６番人気）
３連単票数 計３６９２５４６ 的中 ��� ２５１１（３２３番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．４―１２．０―１２．３―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―３４．２―４６．２―５８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．４―３F３７．０
３ ・（１，４，７）（５，１１，１３）（２，１６）（８，１２）（６，１４）９－１０（３，１５） ４ ・（１，７）（２，５，１１）（４，１３）（９，６，８，１２，１６）（１０，１４）１５，３

勝馬の
紹 介

カホマックス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．７．１２ 福島３着

２００７．３．２２生 牝４鹿 母 ジョリブロンド 母母 ブラッシングブロンド １６戦４勝 賞金 ６６，７００，０００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） ４頭 ガンドッグ号・ゴールドエンデバー号・ステイドリーム号・ストレートイン号
※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。



０００１１ １月５日 晴 良 （２３中山１）第１日 第１１競走 ��
��２，０００�第６０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，２２．１．５以降２２．１２．２６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 ６０９，０００円 １７４，０００円 ８７，０００円
生産者賞 � コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

２４ � コスモファントム 牡４鹿 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 宮 徹 米 Joan Hadley
Thoroughbreds ５０２± ０１：５９．８ ２．８�

２３ キョウエイストーム 牡６芦 ５５ 石橋 脩田中 晴夫氏 中川 公成 三石 田湯牧場 ４４２＋ ４１：５９．９� ２８．６�
６１２ ナリタクリスタル 牡５黒鹿５６ 幸 英明�オースミ 木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７６± ０ 〃 ハナ １０．４�
８１５� モエレビクトリー 牡５黒鹿５４ 的場 勇人西森 鶴氏 的場 均 新ひだか 中村 和夫 ５１２＋ ２ 〃 クビ ９．６�
７１３ ケイアイドウソジン 牡５鹿 ５６ 吉田 豊 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 新冠 村田牧場 ５００＋ ６ 〃 ハナ １３．５�
５１０ ダイワジャンヌ 牝６黒鹿５２ 北村 宏司大城 敬三氏 的場 均 静内 千代田牧場 ４５４－ ２２：００．０	 ７３．０	
７１４ イケドラゴン 牡６栗 ５２ 大野 拓弥池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 ５４０＋ ８２：００．１	 １１２．０

８１６ ミステリアスライト 牡６栗 ５５ 蛯名 正義 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ５０４＋ ２ 〃 ハナ ７．２�
４８ トウショウウェイヴ 牡６黒鹿５６ 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 ４７４＋１０２：００．２クビ ５１．１�
１２ マイネルスターリー 牡６鹿 ５７ F．ベリー �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 門別 野島牧場 ４８２＋ ２２：００．３	 １５．６
（愛）

３５ セイクリッドバレー 牡５栗 ５６ 三浦 皇成吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム ５００＋１２２：００．４クビ １６．９�
３６ ア ク シ オ ン 牡８鹿 ５７．５ 内田 博幸中田 徹氏 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ５３４＋１６ 〃 ハナ ９．４�
４７ アルコセニョーラ 牝７黒鹿５４ 武士沢友治中村 政勝氏 畠山 重則 静内 畠山牧場 ４３８＋１２ 〃 クビ ５４．２�
１１ アブソリュート 牡７黒鹿５７ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４７４＋ ４２：００．５� １９．６�
５９ マッハヴェロシティ 牡５青 ５４ 宮崎 北斗井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 日の出牧場 ５２６－ ２２：００．７１
 ２２．１�
６１１ ロードキャニオン �７鹿 ５２ 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 後藤 由之 三石 ケイアイファーム ４７０＋ ８２：０１．２３ １２５．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３５，９４１，３００円 複勝： １８０，８２５，５００円 枠連： ２６７，６１５，７００円

普通馬連： １，０２０，４０３，８００円 馬単： ４６３，０９９，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２４１，６５０，３００円

３連複： １，３２６，２４１，７００円 ３連単： ２，３５５，２３２，４００円 計： ５，９９１，０１０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � ４７０円 � ３２０円 枠 連（２－２） ４，４６０円

普通馬連 �� ３，３６０円 馬 単 �� ５，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９３０円 �� ６５０円 �� ３，１８０円

３ 連 複 ��� １０，７７０円 ３ 連 単 ��� ５８，１００円

票 数

単勝票数 計１３５９４１３ 的中 � ３９７７３９（１番人気）
複勝票数 計１８０８２５５ 的中 � ４９３０５６（１番人気）� ８４０５３（１０番人気）� １３３９２８（５番人気）
枠連票数 計２６７６１５７ 的中 （２－２） ４７２７２（２０番人気）
普通馬連票数 計１０２０４０３８ 的中 �� ２３９１８３（９番人気）
馬単票数 計４６３０９９８ 的中 �� ６８６１３（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２４１６５０３ 的中 �� ６８５３５（６番人気）�� １００７３０（３番人気）�� １８９８３（４４番人気）
３連複票数 計１３２６２４１７ 的中 ��� ９７００７（３４番人気）
３連単票数 計２３５５２３２４ 的中 ��� ３１９４３（１５１番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１３．０―１２．１―１２．７―１２．１―１２．１―１１．６―１１．２―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．２―３６．２―４８．３―１：０１．０―１：１３．１―１：２５．２―１：３６．８―１：４８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．７―３F３４．６
１
３
１５，１３（４，１４）１０（３，１２）（６，８，１６）（１，５）（２，７，１１）－９
１５（１３，１４）（４，１０）１２（３，８，１６）（６，２，５）（１，１１）７，９

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

勝馬の
紹 介

�コスモファントム �
�
父 Stephen Got Even �

�
母父 Paris House デビュー ２００９．６．２８ 阪神３着

２００７．２．８生 牡４鹿 母 Southern House 母母 My Southern Love １１戦３勝 賞金 １２６，１３２，０００円
［他本会外：２戦０勝］

〔発走状況〕 アブソリュート号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アブソリュート号は，平成２３年１月６日から平成２３年１月２３日まで出走停止。停止期間の満了後に

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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ７頭 アポロドルチェ号・イケトップガン号・オートドラゴン号・ゴスホークケン号・フミノパシフィック号・

ホッカイカンティ号・マルタカエンペラー号
※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。

０００１２ １月５日 晴 良 （２３中山１）第１日 第１２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時００分 （芝・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 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

８１３ フライバイワイヤー 牡５栗 ５７ 蛯名 正義 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７２＋ ８１：４７．８ １４．４�

４５ マイネルレイン 牡４鹿 ５６ A．クラストゥス �サラブレッドクラブ・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 松浦牧場 ５３２＋ ２ 〃 クビ ８．３�
（仏）

３４ デ ィ オ ー サ 牝４青鹿５４ 松岡 正海伊達 敏明氏 手塚 貴久 日高 サンシャイン
牧場 ４６０－ ２１：４７．９� ４．１�

７１２ サイレントメロディ 牡４青 ５６ 横山 典弘 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム ４９６＋ ６ 〃 ハナ ３．６�
１１ グリッドマトリクス 牡５鹿 ５７ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 バンダム牧場 ５２２＋１６１：４８．０� １８．０�
５８ トウショウデザート 牡５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 B５２６＋ ４１：４８．１� ２１．６	
５７ 	 グレイスフルソング 牝６鹿 ５５ 北村 宏司広尾レース� 国枝 栄 愛 NT Blood-

stock ４５０＋ ４１：４８．２クビ １１０．０

６９ ブーケドロゼブルー 牝４青鹿５４ 後藤 浩輝 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 新ひだか 加野牧場 ４５０－１２ 〃 アタマ １０２．６�
２２ マイネプリンセス 牝５鹿 ５５ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム ５０２＋ ４ 〃 ハナ ５．１�
３３ プ ラ ー ジ ュ 牝５鹿 ５５

５３ △伊藤 工真 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８０± ０１：４８．４１ ４７．２

７１１ フェイルノート 牡４青鹿５６ F．ベリー �キャロットファーム 和田 正道 安平 ノーザンファーム ５０８－ ６１：４８．５� ９．４�
（愛）

６１０ サニーラブカフェ 牝７鹿 ５５ 中舘 英二西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 ４９２－ ４１：４８．６クビ １７５．０�
４６ ドリームガードナー 牡６栗 ５７ 津村 明秀セゾンレースホース� 中村 均 千歳 社台ファーム ４６４＋ ８１：４８．８１ ２８．５�
８１４ ザ ピ エ ー ル 牡４鹿 ５６ 内田 博幸渡邊 隆氏 二ノ宮敬宇 日高 前川ファーム ４８６＋ ８１：４９．２２� １７．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４０，７０８，８００円 複勝： ５９，０１２，１００円 枠連： ４７，０５７，６００円

普通馬連： １６９，９９５，６００円 馬単： ９６，８０７，２００円 ワイド【拡大馬連】： ５１，５３０，９００円

３連複： １９４，１１７，１００円 ３連単： ３７３，９７０，３００円 計： １，０３３，１９９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４４０円 複 勝 � ３２０円 � ２７０円 � １８０円 枠 連（４－８） ３，２２０円

普通馬連 �� ７，２４０円 馬 単 �� １３，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，３６０円 �� １，２１０円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� ８，４２０円 ３ 連 単 ��� ７１，６７０円

票 数

単勝票数 計 ４０７０８８ 的中 � ２２４０５（６番人気）
複勝票数 計 ５９０１２１ 的中 � ４３１８８（６番人気）� ５３９４２（４番人気）� １０５２１６（２番人気）
枠連票数 計 ４７０５７６ 的中 （４－８） １０８０７（１３番人気）
普通馬連票数 計１６９９９５６ 的中 �� １７３４１（２３番人気）
馬単票数 計 ９６８０７２ 的中 �� ５４０５（４７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５１５３０９ 的中 �� ５２０４（３２番人気）�� １０４９１（１２番人気）�� １７６５４（６番人気）
３連複票数 計１９４１１７１ 的中 ��� １７０３０（２７番人気）
３連単票数 計３７３９７０３ 的中 ��� ３８５１（２３１番人気）

ハロンタイム １２．３―１２．０―１１．９―１２．４―１２．２―１２．０―１１．６―１１．２―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．３―３６．２―４８．６―１：００．８―１：１２．８―１：２４．４―１：３５．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．０―３F３５．０
１
３
５，２，１（６，１０，１２）（４，１１）１４（９，１３）－（７，３，８）
５（２，１０，１２）（１，６，１１）（４，１３，１４）（９，８）（７，３）

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

勝馬の
紹 介

フライバイワイヤー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Dashing Blade デビュー ２００９．３．１ 中山７着

２００６．３．２４生 牡５栗 母 プラウドウイングス 母母 Peraja １１戦３勝 賞金 ３１，６８１，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
※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 ヤマニンノベリスト号
※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。



（２３中山１）第１日 １月５日（水曜日） 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

２７０，１６０，０００円
１３，９３０，０００円
１，９２０，０００円
２５，５３０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６５，５０２，０００円
５，０８２，０００円
１，８３１，５００円

勝馬投票券売得金
４０８，６９８，７００円
６９０，６６９，０００円
５６７，８０４，７００円

２，０６７，４４５，２００円
１，１４６，０９１，８００円
５９８，２９２，１００円

２，５３５，７２３，０００円
４，５３４，６９０，９００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 １２，５４９，４１５，４００円

総入場人員 ４１，７２１名 （有料入場人員 ３８，４２０名）


