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０００２５ １月９日 晴 良 （２３中山１）第３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

１１ トーセンミネルバ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成島川 �哉氏 田村 康仁 日高 荒井ファーム ４５６＋ ２１：１３．１ ３．９�

６１１ サンライトムーン 牝３鹿 ５４ 松岡 正海北川 勉氏 松山 康久 日高 日高大洋牧場 ４３８－ ６ 〃 クビ ２１．７�
２４ エイコオウイング 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 ４５２＋ ４１：１３．５２� ６．９�
７１４ ニシノカーリー 牝３鹿 ５４ 吉田 豊西山 茂行氏 田村 康仁 むかわ 西山牧場 ４０６－ ２１：１３．９２� １１．５�
６１２ ハ ロ ー タ マ 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太ニットー商事� 菊川 正達 新冠 斉藤 安行 ４３８± ０１：１４．０� ２．３�
５９ マックスロンシャン 牝３鹿 ５４ 内田 博幸飯田 政子氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 ４５６＋ ４１：１４．１� ６．０	
４８ クリスタリン 牝３栗 ５４ 津村 明秀加藤 徹氏 清水 利章 新冠 大狩部牧場 ４５４＋ ２１：１４．３１ ６４．０

５１０ アフリートギャル 牝３鹿 ５４

５２ △伊藤 工真杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 ４６４＋１４ 〃 クビ １３７．１�
３５ アラマサアフリート 牝３鹿 ５４ 北村 宏司�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４４４＋ ４１：１５．４７ ５１．８
１２ ハーティプレアー 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４２６－１８ 〃 クビ ７９．９�
４７ ショウナンランパス 牝３鹿 ５４ 中舘 英二国本 哲秀氏 田島 俊明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４１４－１０１：１５．５� １２６．４�
２３ サンキューレット 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太西村 專次氏 堀井 雅広 白老 社台牧場 ４６８＋ ８ 〃 クビ ３１４．２�
８１６ リネンアリュール 牝３栗 ５４ 田辺 裕信戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか

北海道大学北方生
物圏フィールド科学セ
ンター静内研究牧場

４４８－ ８１：１５．９２� ５９．０�
８１５ シュッケルト 牝３鹿 ５４ 丸山 元気石川 幸司氏 根本 康広 浦河 三栄牧場 ４６４＋ ４ 〃 ハナ ７９．６�
７１３ ピュアーマイスター 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義南波 壽氏 石毛 善彦 浦河 杵臼斉藤牧場 ４２８＋１０１：１６．０� ６９．４�
３６ クリノオーラ 牝３黒鹿５４ 木幡 初広栗本 博晴氏 新開 幸一 新ひだか 小河 豊水 ４０８－ ８１：１６．２１� ２１５．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，６５５，１００円 複勝： ３５，１３９，４００円 枠連： １４，８９１，２００円

普通馬連： ５８，６２４，６００円 馬単： ４２，５７１，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，０２５，７００円

３連複： ８３，１８０，０００円 ３連単： １２９，８２９，５００円 計： ４０７，９１６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １６０円 � ５４０円 � ２１０円 枠 連（１－６） ３９０円

普通馬連 �� ４，２１０円 馬 単 �� ６，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３４０円 �� ４４０円 �� １，９８０円

３ 連 複 ��� ７，９５０円 ３ 連 単 ��� ５０，０６０円

票 数

単勝票数 計 １８６５５１ 的中 � ３７７８０（２番人気）
複勝票数 計 ３５１３９４ 的中 � ７６０６５（２番人気）� １２９５３（６番人気）� ４５４７２（３番人気）
枠連票数 計 １４８９１２ 的中 （１－６） ２８６２９（１番人気）
普通馬連票数 計 ５８６２４６ 的中 �� １０２９８（１２番人気）
馬単票数 計 ４２５７１２ 的中 �� ４９２８（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５０２５７ 的中 �� ４４２２（１２番人気）�� １５３３１（５番人気）�� ２９３８（１８番人気）
３連複票数 計 ８３１８００ 的中 ��� ７７２７（２２番人気）
３連単票数 計１２９８２９５ 的中 ��� １９１４（１２７番人気）

ハロンタイム １１．９―１１．２―１２．１―１２．５―１２．２―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２３．１―３５．２―４７．７―５９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３７．９
３ １，９（４，１１）（１０，１２）（６，１４）８－（３，１６，１３）１５－（５，７）２ ４ １（９，１１）４，１２（１０，１４）（６，８）（３，１６）－（５，１３，１５）－７－２
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンミネルバ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 グルームダンサー デビュー ２０１０．９．１８ 中山１０着

２００８．４．４生 牝３鹿 母 グレースマリヤ 母母 ミホグレース ３戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔その他〕 マックスロンシャン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 マックスロンシャン号は，平成２３年２月９日まで出走できない。
※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。
（非抽選馬） １頭 ウエスタンベルーガ号

０００２６ １月９日 晴 良 （２３中山１）第３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

３６ � サトノオーランド 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝里見 治氏 国枝 栄 米 Iadora Farm ５００± ０１：５８．２ １．４�

６１１ ルーズベルト 牡３栗 ５６ 北村 宏司重松 國建氏 鹿戸 雄一 日高 横井 哲 ４８６＋１０１：５８．５２ ５．６�
６１２ ティアップブレイズ 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介田中 昇氏 高木 登 新ひだか 三木田 頼嗣 ５２０＋１４１：５８．９２� １７５．８�
１１ � アポロスカイナイト 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 米

Phillips Racing
Partnership &
John W. Phillips

４５８＋ ４１：５９．１１� １１．９�
５１０ アイティテイオー 牡３栗 ５６ 吉田 稔一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４５２＋ ２１：５９．３１� ３６．４�

（愛知）

５９ ニシノオウガイ 牡３黒鹿５６ 吉田 豊西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４８６＋ ４１：５９．５１ １５．４�
２４ シャトルベクター 牡３青鹿５６ 石橋 脩加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 ５０２＋１４１：５９．９２� ７８．７�
７１３ クリールマグナム 牡３芦 ５６ 津村 明秀横山 修二氏 稲葉 隆一 新ひだか 畠山牧場 ５０４＋ ６ 〃 クビ ２２．４	
１２ ゴールドウォッチ 牡３鹿 ５６ 木幡 初広居城 要氏 天間 昭一 新冠 北勝ファーム ４５６－ ２２：００．１１� １２６．２

２３ ゲンパチボロン 牡３栗 ５６ 松岡 正海平野 武志氏 相沢 郁 新ひだか タガミファーム ４８２－ ８２：００．２クビ ５５．１�
４７ テイエムバカラ 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 ５１２＋ ４２：００．３� ２５９．１�
４８ ジ ュ ク セ イ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義小田切有一氏 本間 忍 浦河 高野牧場 ４９０－ ４２：００．４� ３６．４
３５ グラッドフォンテン 牡３鹿 ５６

５３ ▲水口 優也吉橋 計氏 石毛 善彦 浦河 山田牧場 B４６８＋ ６２：００．６１� ４３０．５�
８１５ カズノキセキ 牡３栗 ５６ 三浦 皇成鈴木 可一氏 小笠 倫弘 新冠 ハシモトフアーム ５１２－ ４２：００．９１	 １４３．５�
８１６ ケンタッキーツヨシ 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 日高 沖田牧場 ４６２＋ ４ 〃 クビ ２３．１�
７１４ ニシノペルグランデ 牡３鹿 ５６ 村田 一誠西山 茂行氏 水野 貴広 むかわ 西山牧場 ５６６＋ ４２：０１．９６ ９９．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，１３９，４００円 複勝： ７２，６５４，４００円 枠連： １６，０８５，０００円

普通馬連： ５８，８２１，６００円 馬単： ５２，０４５，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，４８０，３００円

３連複： ７６，８０５，４００円 ３連単： １４９，４４０，４００円 計： ４７４，４７２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � １，６９０円 枠 連（３－６） ３００円

普通馬連 �� ３００円 馬 単 �� ４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ２，５６０円 �� ６，２００円

３ 連 複 ��� １０，１５０円 ３ 連 単 ��� ２２，６７０円

票 数

単勝票数 計 ２１１３９４ 的中 � １２１５７１（１番人気）
複勝票数 計 ７２６５４４ 的中 � ５１２１９９（１番人気）� ６２６２６（２番人気）� ３０１４（１３番人気）
枠連票数 計 １６０８５０ 的中 （３－６） ３９９２０（１番人気）
普通馬連票数 計 ５８８２１６ 的中 �� １４９４０８（１番人気）
馬単票数 計 ５２０４５９ 的中 �� ９０３９６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７４８０３ 的中 �� ５７６９１（１番人気）�� ２１２１（２８番人気）�� ８６０（４４番人気）
３連複票数 計 ７６８０５４ 的中 ��� ５５８６（２９番人気）
３連単票数 計１４９４４０４ 的中 ��� ４８６５（６４番人気）

ハロンタイム １２．７―１２．０―１４．０―１４．１―１３．８―１３．８―１３．０―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．７―３８．７―５２．８―１：０６．６―１：２０．４―１：３３．４―１：４５．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．６―３F３７．８
１
３
６，１２（３，１３）１（９，１１）８，１０（２，１５）１６，５（４，１４）７・（６，１２）１３（３，１，１１）（９，１０）（８，１６）（２，５，１５）（４，７，１４）

２
４

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

勝馬の
紹 介

�サトノオーランド �
�
父 Giacomo �

�
母父 Marquetry デビュー ２０１０．１０．２ 中山３着

２００８．２．２７生 牡３鹿 母 Fifth Avenue Doll 母母 Allego ３戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ゲンパチロッキー号
（非抽選馬） ３頭 エーシンイグアス号・スリンシンガポール号・メジロミョウジン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第１回　中山競馬　第３日



０００２７ １月９日 晴 良 （２３中山１）第３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）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

２４ アタッキングゾーン 牡３鹿 ５６
５３ ▲平野 優広尾レース� 二ノ宮敬宇 日高 大江牧場 ４８６＋ ８１：１２．８ ２３．０�

６１２ パシオンルージュ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸吉田 和美氏 和田正一郎 新ひだか 松田牧場 ４５８＋ ４ 〃 ハナ ６．２�
８１６ コスモケンジ 牡３栗 ５６ 柴山 雄一 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ハクツ牧場 ４８４＋ ４ 〃 ハナ ７．２�
７１３ ケイアイカイト 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹 �啓愛義肢材料販売所 斎藤 誠 新ひだか 片山牧場 ４６６± ０１：１３．０１� １３．１�
５９ ゲンパチマイラヴ 牝３栗 ５４ 柴田 善臣平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 三木田 頼嗣 ４７２＋ ２１：１３．１� ３４．５�
１２ コ ア ヨ カ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝西村新一郎氏 天間 昭一 新冠 中地 義次 ４７６＋ ８１：１３．２� １９．８	
５１０ ミシックトウショウ 牝３鹿 ５４ 江田 照男トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４２４－ ４１：１３．４１� ２．１

６１１� クイックスター 牡３鹿 ５６ 横山 典弘白井 岳氏 矢野 英一 新ひだか 池田 きよ子 ４６２＋ ２１：１３．５	 １３．９�
４８ サンバホイッスル 牝３鹿 ５４ 宮崎 北斗グリーンスウォード 和田 正道 日高 川島 良一 ４６６－ ６ 〃 アタマ ３６．０�
３５ エンジンゼンカイ 牡３鹿 ５６ 黛 弘人 �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 ４６４＋ ４１：１３．６クビ ４５．０
３６ 
 ゼ ニ ト ッ タ 牡３鹿 ５６ 吉田 稔萩 英男氏 野島三喜雄 日高 中川 哲也 ４４６－１８ 〃 クビ ６８．９�

（愛知） （愛知）

２３ コスモオウガイ 牡３栗 ５６ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 長浜 忠 ４９４＋ ４１：１３．８１� ３７．６�
８１５� ワ カ タ ケ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 ４４４－ ６１：１３．９� １０６．８�
４７ アンジュヴォレ 牝３栗 ５４ 石橋 脩日下部勝�氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４３８＋１０１：１４．２１	 １３２．６�
１１ トーセンエトワール 牝３鹿 ５４ 松岡 正海島川 �哉氏 鈴木 康弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９４＋１０１：１４．３クビ １４．２�
７１４ リュウシンヒーロー 牡３鹿 ５６ F．ベリー 桑畑 �信氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４６８＋１４１：１４．８３ ４３．５�

（愛）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，８６３，６００円 複勝： ４６，７８６，７００円 枠連： ２６，０６５，６００円

普通馬連： ７９，８６５，７００円 馬単： ５３，５３５，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，５０１，９００円

３連複： １０６，７８０，９００円 ３連単： １５６，０２２，８００円 計： ５３２，４２２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，３００円 複 勝 � ４９０円 � １９０円 � ２００円 枠 連（２－６） ２，２８０円

普通馬連 �� ５，４４０円 馬 単 �� １２，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６００円 �� １，８９０円 �� ８４０円

３ 連 複 ��� １２，０４０円 ３ 連 単 ��� ８８，３１０円

票 数

単勝票数 計 ２５８６３６ 的中 � ８８９２（８番人気）
複勝票数 計 ４６７８６７ 的中 � ２０３６２（７番人気）� ７２２６２（２番人気）� ６８１７１（３番人気）
枠連票数 計 ２６０６５６ 的中 （２－６） ８４４５（９番人気）
普通馬連票数 計 ７９８６５７ 的中 �� １０８４９（１８番人気）
馬単票数 計 ５３５３５０ 的中 �� ３０４８（４２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７５０１９ 的中 �� ５７２２（１９番人気）�� ４７９２（２１番人気）�� １１３９４（６番人気）
３連複票数 計１０６７８０９ 的中 ��� ６５４８（３４番人気）
３連単票数 計１５６０２２８ 的中 ��� １３０４（２５１番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．８―１１．７―１２．７―１２．３―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．８―３４．５―４７．２―５９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３８．３
３ １０，１１（４，１２）（８，１６）１３（１，５，１４）２，７（３，１５，９）－６ ４ ・（１０，１１，１２）（４，１６，１３）８（１，５，１４）２（３，９）（７，１５）６

勝馬の
紹 介

アタッキングゾーン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 General Assembly デビュー ２０１０．７．３１ 新潟２着

２００８．４．９生 牡３鹿 母 マリエドゥジュワン 母母 ロ イ コ ン ５戦２勝 賞金 １８，１００，０００円
〔制裁〕 ゼニトッタ号の騎手吉田稔は，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３０，０００円。（７番への進路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ジャーグラット号・スノードラゴン号・スマイルダンサー号
※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。

０００２８ １月９日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３中山１）第３日 第４競走 ��２，８８０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時２０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード３：１０．２良・良

３４ モリノミヤコ 牡９黒鹿６０ 大庭 和弥関 駿也氏 高橋 義博 宮城 関兵牧場 ５０２＋ ６３：１６．２ ３．１�

６１０ ハ ツ カ リ 牡７青鹿６０ 高野 和馬江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４９０＋１０ 〃 クビ ２．８�
７１１� リワードクラウン 牡４栗 ５９ 五十嵐雄祐宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード ４９４－ ４３：１８．０大差 ４．９�
３３ ヴィーヴァシャトル 牡５栗 ６０ 江田 勇亮芹澤 精一氏 阿部 新生 浦河 松栄牧場 ４９６＋１８３：１８．２１ １８８．３�
２２ スズヨジハード 牡４鹿 ５９ 穂苅 寿彦鈴木与四郎氏 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド ４８６＋ ２ 〃 アタマ ４０．１�
８１３ トーセンマルゴー 牡５鹿 ６０

５７ ▲大江原 圭島川 �哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５４０＋ ６３：１８．３クビ ８２．７�
６９ � インディアンサマー 牡５栗 ６０ 山本 康志小林竜太郎氏 中川 公成 浦河 	桁牧場 ４９４＋１６３：１８．６１� ３０．２

５７ ポルタノーヴァ 牝５栗 ５８ 蓑島 靖典岡田 牧雄氏 後藤 由之 日高 庄野牧場 ４８６＋２２３：１９．１３ ４８．９�
１１ � ヨイチラブソング 牡５青鹿６０ 平沢 健治加藤 興一氏 菅原 泰夫 浦河 高村牧場 ４８６＋１２３：１９．２� ９５．４�
４６ � トーセンインプレス 牡６黒鹿６０ 横山 義行島川 �哉氏 菅原 泰夫 静内 増本牧場 B５１２－ ２３：２１．９大差 １５．９
４５ � パワーシフト 牝４栗 ５７ 宗像 徹久保 佳和氏 古賀 史生 日高 新生ファーム ５０８＋ ６３：２３．５１０ １５９．３�
７１２ ウメノカイウン 牝７鹿 ５８ 草野 太郎楳津 繁氏 鈴木 勝美 浦河 秋場牧場 ５２４＋１２３：２３．６� １７４．７�
５８ スリーピークス 牡４黒鹿５９ 石神 深一山上 和良氏 和田正一郎 宮城 遊佐 武俊 ４７８＋３４３：２４．９８ ４１．６�
８１４ キングマジック 牡５栗 ６０ 浜野谷憲尚増田 陽一氏 星野 忍 浦河 昭和牧場 ４９２－ ４ （競走中止） ６．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，１７３，４００円 複勝： ２１，６９８，５００円 枠連： １７，０００，４００円

普通馬連： ５０，４２３，３００円 馬単： ４０，１５７，５００円 ワイド【拡大馬連】： １８，７４９，９００円

３連複： ６６，０１１，１００円 ３連単： １２４，８８７，３００円 計： ３５６，１０１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １２０円 � １２０円 � １５０円 枠 連（３－６） ３８０円

普通馬連 �� ３８０円 馬 単 �� ７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ３２０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ６１０円 ３ 連 単 ��� ２，１９０円

票 数

単勝票数 計 １７１７３４ 的中 � ４４６８６（２番人気）
複勝票数 計 ２１６９８５ 的中 � ５５３１５（１番人気）� ５５２５７（２番人気）� ３０９０５（４番人気）
枠連票数 計 １７０００４ 的中 （３－６） ３３３４３（１番人気）
普通馬連票数 計 ５０４２３３ 的中 �� ９９３８５（１番人気）
馬単票数 計 ４０１５７５ 的中 �� ３９４８６（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８７４９９ 的中 �� ２８５５０（１番人気）�� １２９２１（５番人気）�� １７１４２（２番人気）
３連複票数 計 ６６０１１１ 的中 ��� ８０３１４（２番人気）
３連単票数 計１２４８８７３ 的中 ��� ４２１７３（４番人気）

上り １マイル １：５０．１ ４F ５２．３－３F ３８．９
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→�→�→�」
１
�
７＝１０－（６，４）１１，３，９，２－１３－１＝５－８＝１２
７（４，２）（１０，１１）（３，９）－（６，１３）－１＝（５，１２）－８

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

勝馬の
紹 介

モリノミヤコ �
�
父 タヤスツヨシ �

�
母父 Salmon Leap デビュー ２００４．７．１７ 新潟９着

２００２．５．５生 牡９黒鹿 母 レポウシュカ 母母 Polifontaine 障害：２１戦１勝 賞金 ３３，４１０，０００円
〔競走中止〕 キングマジック号は，１号障害〔水ごう〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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） １頭 コアレスグルーム号
（非抽選馬） １頭 プロスペクタス号



０００２９ １月９日 晴 良 （２３中山１）第３日 第５競走 ��
��１，８００�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

１：４４．９
１：４４．１

良

良

５８ サトノアポロ 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５０２＋ ６１：４８．５ １８．０�

２２ ジ ャ ッ ク 牡３栗 ５６ 伊藤 直人菅波 雅巳氏 斎藤 誠 浦河 梅田牧場 ４７６＋１８１：４８．９２� １１６．８�
３３ シルクオフィサー 牡３鹿 ５６ 横山 典弘有限会社シルク大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４＋ ４１：４９．０� ２．３�
１１ マイネルグラード 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム ５０２± ０１：４９．１� ４．８�
８１４ グレートマーシャル 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成浅田 次郎氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４６６－ ４１：４９．２� ２３．７�
７１１ キングダムキング 牡３鹿 ５６ 木幡 初広西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４７６＋ ８１：４９．３クビ ６．５�
７１２ ザベルオンアース 牝３栃栗５４ 石橋 脩井上 一郎氏 武藤 善則 様似 中脇 一幸 ４４２－ ２ 〃 ハナ ７０．４	
６９ アドマイヤアジナ 牝３芦 ５４ 田中 勝春近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４８０± ０ 〃 ハナ ２０．１

６１０ ヒールゼアハーツ 牡３栗 ５６ 津村 明秀 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ５０８＋２８ 〃 クビ ３４．２�
４６ フローラルホール 牝３鹿 ５４ 小林 淳一小池 憲章氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４６２－ ４１：４９．５１� ５５．５
８１３ テ ル バ イ ク 牡３栗 ５６ F．ベリー 加藤 信之氏 小島 茂之 日高 有限会社

ケイズ ４５６－ ６１：４９．７１� ４．４�
（愛）

３４ ベネチアブルー 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 安平 ノーザンファーム ４４６＋ ２１：５０．０２ ２０３．８�
４５ ヒラボクローレル 牡３鹿 ５６ 北村 宏司�平田牧場 古賀 慎明 浦河 辻 牧場 ４７２＋ ４１：５０．１クビ ８８．１�
５７ サクラマシェリ 牝３栗 ５４ 吉田 隼人�さくらコマース伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４３２＋１０１：５２．４大差 ３３４．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３３，２７７，３００円 複勝： ４７，９１９，５００円 枠連： ２５，０４７，１００円

普通馬連： ８６，９９５，３００円 馬単： ６１，６１０，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，２４１，１００円

３連複： １０９，１７８，２００円 ３連単： １８９，４７３，６００円 計： ５８７，７４２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８００円 複 勝 � ４４０円 � ２，４５０円 � １５０円 枠 連（２－５） ２７，２３０円

普通馬連 �� ８３，０６０円 馬 単 �� １６５，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６，２２０円 �� ８９０円 �� ４，６３０円

３ 連 複 ��� ５６，０４０円 ３ 連 単 ��� ７４７，７７０円

票 数

単勝票数 計 ３３２７７３ 的中 � １４６４８（５番人気）
複勝票数 計 ４７９１９５ 的中 � ２４５５１（６番人気）� ３７８２（１２番人気）� １１９０９３（１番人気）
枠連票数 計 ２５０４７１ 的中 （２－５） ６７９（３２番人気）
普通馬連票数 計 ８６９９５３ 的中 �� ７７３（６４番人気）
馬単票数 計 ６１６１０２ 的中 �� ２７４（１２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４２４１１ 的中 �� ５０３（６２番人気）�� ９９９２（９番人気）�� １７８４（４０番人気）
３連複票数 計１０９１７８２ 的中 ��� １４３８（１０５番人気）
３連単票数 計１８９４７３６ 的中 ��� １８７（８６０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．３―３５．９―４８．０―５９．９―１：１１．９―１：２４．０―１：３６．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．６―３F３６．６
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

サトノアポロ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Bering デビュー ２０１０．８．１ 新潟４着

２００８．５．１１生 牡３黒鹿 母 ミスベルベール 母母 Miss Afrique ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００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。
（非当選馬） １頭 オービーキング号
（非抽選馬） １頭 ココアンジュ号
※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。

０００３０ １月９日 晴 良 （２３中山１）第３日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時４０分 （芝・右・外）

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

１：３１．５
１：３１．４

良

良

６１１ テキサスルビー 牝３青 ５４ 石橋 脩 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４２６ ―１：３７．６ １０．２�

２３ ダズリングスマイル 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣梅村 浩氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 ４１６ ―１：３７．８１� １６．６�
１２ バウンシーチューン 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成 �グリーンファーム 田島 俊明 千歳 社台ファーム ４２０ ―１：３８．０１� ３１．５�
７１３ ベストクローン 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 日高大洋牧場 ４７２ ― 〃 ハナ ２．３�
７１４ ケンブリッジヒーロ 牡３栗 ５６ 江田 照男中西 宏彰氏 星野 忍 新冠 タニグチ牧場 ４５４ ―１：３８．２１� ２８．６�
６１２ ダイワアーク �３鹿 ５６ 内田 博幸大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４２４ ―１：３８．４１ ５．８	
４８ ケイアイアポロン 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹 �啓愛義肢材料販売所 松山 康久 新ひだか 松田牧場 ５２８ ― 〃 クビ ２０．９

３５ メジロボンテン 牡３鹿 ５６ 武士沢友治�メジロ牧場 保田 一隆 洞爺湖 メジロ牧場 ５１０ ―１：３８．７２ ７５．１�
２４ ウインロザリー 牝３青 ５４ 木幡 初広�ウイン 宗像 義忠 新冠 村上 欽哉 ４５０ ― 〃 ハナ １６．４�
８１５ ツクバオトメ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義荻原 昭二氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４７２ ―１：３８．９１� ２３．４
３６ アポロエスペランサ 牝３黒鹿５４ 小林 淳一アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 新ひだか 山際牧場 ４６０ ―１：３９．１１ ９８．０�
５１０ マドンナバローズ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司猪熊 広次氏 小笠 倫弘 新冠 富本 茂喜 ４６８ ― 〃 クビ ７．８�
４７ コウヨウメビウス 牝３鹿 ５４ 田中 勝春寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 ４７２ ―１：３９．５２� ５２．７�
１１ � サムデイワンデイ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海吉田 好雄氏 手塚 貴久 愛 River

Downs Stud ４４２ ―１：４０．３５ １３．５�
５９ シャイニーフェイト 牡３黒鹿５６ 吉田 豊吉田 千津氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４５６ ―１：４１．６８ ４０．６�

（１５頭）
８１６ チャンピオンロビン 牡３鹿 ５６ 丸山 元気坪野谷和平氏 勢司 和浩 浦河 平成ファーム ― ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２５，５００，８００円 複勝： ３７，９４０，７００円 枠連： ２６，８７３，８００円

普通馬連： ６８，９９１，９００円 馬単： ４７，０９４，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，５２８，５００円

３連複： ８６，５９９，２００円 ３連単： １２８，６８３，６００円 計： ４４９，２１２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０２０円 複 勝 � ４４０円 � ５１０円 � ９００円 枠 連（２－６） １，２２０円

普通馬連 �� １０，１９０円 馬 単 �� １８，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，２５０円 �� ４，６００円 �� ２，６７０円

３ 連 複 ��� ７０，７８０円 ３ 連 単 ��� ４３７，６５０円

票 数

単勝票数 計 ２５５００８ 的中 � １９７２１（４番人気）
複勝票数 計 ３７９４０７ 的中 � ２４０７７（５番人気）� １９９６６（６番人気）� １０５２３（１０番人気）
枠連票数 計 ２６８７３８ 的中 （２－６） １６３２８（６番人気）
普通馬連票数 計 ６８９９１９ 的中 �� ４９９７（３７番人気）
馬単票数 計 ４７０９４１ 的中 �� １９１２（６５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７５２８５ 的中 �� ２０９１（４２番人気）�� １４６３（５６番人気）�� ２５５９（３５番人気）
３連複票数 計 ８６５９９２ 的中 ��� ９０３（１９０番人気）
３連単票数 計１２８６８３６ 的中 ��� ２１７（１０５１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２５．１―３７．７―５０．１―１：０２．７―１：１４．９―１：２６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．５―３F３４．９

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

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

勝馬の
紹 介

テキサスルビー �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Judge T C 初出走

２００８．２．１８生 牝３青 母 ストレイトフロムテキサス 母母 Tellum Texan １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔出走取消〕 チャンピオンロビン号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２８頭 アイアイドリーミー号・ウォルスレイヤ号・エイダイコンビ号・カグニザント号・キャラクテール号・

クレバーホーク号・クードボル号・ケイアイカミカゼ号・サクラフローレス号・シエナクロス号・
ジャスミンシチー号・シングンミラクル号・スナオニアイシテ号・スナン号・タカミツグリーン号・
チェンジユアセルフ号・トップオブプレイズ号・ドラゴンウオッカ号・トルピドトウショウ号・トーアアサギリ号・
ニシノマッシグラ号・ヒカリキャピタル号・フィンデルムンド号・メイアイヘルプユー号・リヴァーレ号・
レッドジョーカー号・ロシュローブ号・ローレルキングダム号



０００３１ １月９日 晴 良 （２３中山１）第３日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時１０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

４８ ネオレボルーション �５青鹿５７ 横山 典弘 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４９６＋ ２１：５３．８ １．６�

３５ � タイフーンルビー 牡５栗 ５７ 吉田 豊吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Moon Lake
Stables ４９２＋ ４ 〃 アタマ １３．７�

１１ ル ロ ワ 牡４青鹿５６ 内田 博幸栗山 良子氏 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム ４７４＋１２１：５４．２２	 １０．５�
５９ 
 マックスドーズ �６栗 ５７ 宮崎 北斗中西 功氏 谷原 義明 門別 出口牧場 ４４４－ ４１：５４．６２	 １４０．９�
１２ 
 モエレジュンキン 牡４鹿 ５６ 黛 弘人鈴木 照雄氏 鶴留 明雄 浦河 藤坂 秋雄 ４４８＋ ４１：５４．７	 ２４．８�
２４ ディアブラスト 牡４黒鹿５６ 丸田 恭介ディアレスト 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４７８＋ ２１：５４．８� １７．１�
５１０
 フ ー ガ 牡５黒鹿５７ 後藤 浩輝吉田 貴俊氏 勢司 和浩 浦河 金成吉田牧場 ４８２＋１０１：５５．４３	 ６．４	
６１２
 スプリングナイル 牡５鹿 ５７ 武士沢友治加藤 春夫氏 成島 英春 様似 堀 弘康 B４８０＋ ８１：５６．２５ ３６７．８

８１５ ホッカイアラカティ 牡４黒鹿５６ 武 英智�北海牧場 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B４４４＋ ６ 〃 クビ ３０３．８�
４７ ユウキハングリー 牡５鹿 ５７ 西田雄一郎ちきり組合 郷原 洋行 静内 前谷 武志 ５４０＋ ８１：５６．５１� ２９．８�
２３ サトノバロン �５黒鹿５７ 北村 宏司里見 治氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ５２０＋ ８１：５６．８１� ９８．１
７１４ ビレッジブライト 牡４栗 ５６ 江田 照男村山 輝雄氏 藤原 辰雄 新ひだか 飛野牧場 ５０２＋１０１：５６．９� ５８．０�
３６ トーセンドンファン 牡４黒鹿５６ 吉田 隼人島川 �哉氏 清水 利章 浦河 バンブー牧場 ４７８＋ ４１：５７．３２	 １８．９�
６１１ ジョウノヒーロー 牡４鹿 ５６ 中舘 英二小川 義勝氏 田村 康仁 日高 三城牧場 ４９０＋１０１：５８．５７ ２９７．２�
８１６ ウエスタンウェイブ 牡４鹿 ５６

５４ △伊藤 工真西川 賢氏 古賀 史生 新ひだか 北西牧場 ４７４＋１０１：５８．８１� ３５．１�
７１３ ロジシンボリ 牡４黒鹿５６ 三浦 皇成久米田正明氏 大竹 正博 日高 日高大洋牧場 ４７２＋２２２：００．６大差 ２４．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，６７８，８００円 複勝： ７０，１８６，３００円 枠連： ２８，１０４，８００円

普通馬連： ８８，２１６，５００円 馬単： ６９，６７７，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，４６９，５００円

３連複： １１０，８７３，５００円 ３連単： ２０８，６０７，２００円 計： ６４１，８１４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ３５０円 � ２６０円 枠 連（３－４） ４９０円

普通馬連 �� １，２２０円 馬 単 �� １，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５１０円 �� ３５０円 �� ２，１４０円

３ 連 複 ��� ４，０００円 ３ 連 単 ��� １３，２９０円

票 数

単勝票数 計 ２９６７８８ 的中 � １５０６７９（１番人気）
複勝票数 計 ７０１８６３ 的中 � ４１０１０２（１番人気）� ２４８９４（６番人気）� ３６８７７（３番人気）
枠連票数 計 ２８１０４８ 的中 （３－４） ４２９６５（２番人気）
普通馬連票数 計 ８８２１６５ 的中 �� ５３５２８（５番人気）
馬単票数 計 ６９６７７９ 的中 �� ２９８２４（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６４６９５ 的中 �� １７８７１（５番人気）�� ２８８０９（２番人気）�� ３７４８（２６番人気）
３連複票数 計１１０８７３５ 的中 ��� ２０４９３（１４番人気）
３連単票数 計２０８６０７２ 的中 ��� １１５９１（３３番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１２．１―１２．４―１２．２―１２．６―１３．０―１３．３―１４．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．７―３５．８―４８．２―１：００．４―１：１３．０―１：２６．０―１：３９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．４―３F４０．８
１
３
７（８，１６）－１１，５（６，１３）（１，２）－９，１５，１４，１２，３，１０，４・（７，８）＝（１６，５）１－６，９，２，１５（１４，１１，１２，１０）３（４，１３）

２
４

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

勝馬の
紹 介

ネオレボルーション �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Avenue of Flags デビュー ２００８．１２．１４ 中山２着

２００６．３．１９生 �５青鹿 母 リアリーハッピー 母母 Dear Laura ２０戦３勝 賞金 ６０，１０３，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロジシンボリ号は，平成２３年２月９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。
（非抽選馬） ２頭 シルバービート号・トウカイノーマル号

０００３２ １月９日 晴 良 （２３中山１）第３日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時４０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

２４ ラヴリードリーム 牝５青鹿５５ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 中島 敏文 静内 松田 三千雄 ４７２－ ４１：１１．６ ２．７�

５１０ マイネルエルドラド 牡５鹿 ５７ F．ベリー �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 須崎牧場 ５１２＋１４１：１１．８１� ５．６�

（愛）

１２ � レオアドミラル 牡５栗 ５７ 江田 照男田中 博之氏 萱野 浩二 新冠 守矢牧場 ４７８± ０１：１２．０１ １７６．５�
６１１ アルセーヌシチー 牡５鹿 ５７ 武士沢友治 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 浦河 アイオイファーム ５００± ０１：１２．１� １５．９�
５９ ニシノフェミニン 牝４黒鹿５４ 蛯名 正義西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４６４＋ ６１：１２．５２� １２．９�
３５ � マ シ ュ ー 牡５栗 ５７ 吉田 豊小林 薫氏 清水 英克 浦河 林 孝輝 ４６６＋ ９ 〃 ハナ ８８．８�
４７ グレイスサンセット 牝６鹿 ５５ 横山 典弘松岡 雅昭氏 加藤 和宏 門別 インターナショ

ナル牧場 ４８６± ０ 〃 クビ １５．１	
１１ ハードパワー 牡４鹿 ５６ 石橋 脩中澤 幸幹氏 高橋 裕 日高トヨサトアライファーム ４８０－ ６１：１３．０３ ４６．８

８１６� ボンジュールヒカリ 牡４栗 ５６ 丸山 元気田中善次郎氏 根本 康広 むかわ 上水牧場 ５０４－１１ 〃 ハナ ８．８�
８１５ レーザーブレイド 牡４栃栗５６ 武 英智野� 昭夫氏 河野 通文 新ひだか グランド牧場 B４７０＋ ２ 〃 クビ １０３．８�
４８ ノ ボ ニ ョ 牝５青 ５５ 三浦 皇成�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 ４２０－１０１：１３．１クビ ９８．６
７１３� サクラスティンガー 牡５黒鹿５７ 北村 宏司�さくらコマース勢司 和浩 静内 伊藤 敏明 ４８０＋ ８１：１３．７３� ３３．５�
３６ � セイカペガサス 牡４黒鹿５６ 田中 勝春久米 大氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム ４７０＋ ４１：１３．８� １９３．８�
６１２ キ サ キ タ 牡４芦 ５６ 松岡 正海加藤 信之氏 高市 圭二 新ひだか 水丸牧場 ５５６－ ４１：１５．１８ ４．９�
２３ � キタサンオリオン �５鹿 ５７ 中舘 英二�大野商事 古賀 史生 平取 高橋 啓 ５０６－ ２１：１５．７３� １１．９�
７１４� サンダーセブン 牝５鹿 ５５ 田辺 裕信三宅 正義氏 小島 茂之 平取 二風谷ファーム ４３４＋１２１：１８．５大差 １２７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，２５１，４００円 複勝： ４６，６９２，３００円 枠連： ３３，００１，１００円

普通馬連： １１３，３２４，３００円 馬単： ６６，２９０，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，１１０，８００円

３連複： １２９，３６３，９００円 ３連単： ２０７，９３２，７００円 計： ６６２，９６６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １４０円 � ２２０円 � ２，２５０円 枠 連（２－５） ４４０円

普通馬連 �� ７７０円 馬 単 �� １，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� ４，８８０円 �� １０，７５０円

３ 連 複 ��� ４３，２２０円 ３ 連 単 ��� １３４，８５０円

票 数

単勝票数 計 ２８２５１４ 的中 � ８３２５９（１番人気）
複勝票数 計 ４６６９２３ 的中 � １２６１７９（１番人気）� ５６１９３（３番人気）� ３５３６（１４番人気）
枠連票数 計 ３３００１１ 的中 （２－５） ５６２７０（２番人気）
普通馬連票数 計１１３３２４３ 的中 �� １０９７４６（２番人気）
馬単票数 計 ６６２９０２ 的中 �� ３７９１２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８１１０８ 的中 �� ２６３７３（２番人気）�� １８０４（４４番人気）�� ８１２（６５番人気）
３連複票数 計１２９３６３９ 的中 ��� ２２０９（９８番人気）
３連単票数 計２０７９３２７ 的中 ��� １１３８（３７７番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．３―１２．３―１２．６―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３３．９―４６．２―５８．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラヴリードリーム �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００８．７．５ 福島２着

２００６．３．２２生 牝５青鹿 母 ドリーミングバード 母母 イ チ ノ ト リ ２５戦３勝 賞金 ４６，０７０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 キタサンオリオン号・サンダーセブン号は，平成２３年２月９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。
（非抽選馬） ２頭 カツノセカンド号・マルタカクリスタル号
※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。



０００３３ １月９日 晴 良 （２３中山１）第３日 第９競走 ��１，８００�
はつあかね

初 茜 賞
発走１４時１５分 （ダート・右）

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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

４５ ヒラボクビジン 牝４黒鹿５４ 後藤 浩輝�平田牧場 土田 稔 浦河 谷川牧場 ４４８＋ ６１：５３．１ ４．１�

７１１ リ コ リ ス 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ５１０＋ ２１：５３．３１� ３．６�
６１０ アースマリン 牝６鹿 ５５ 田辺 裕信松山 増男氏 小西 一男 浦河 アイオイファーム ４８６＋ ６１：５３．９３� ５９．３�
８１３ テイクバイストーム 牝６芦 ５５ 横山 典弘 �社台レースホース加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０２＋ ２１：５４．０クビ ６．０�
６９ ランブリングローズ 牝４鹿 ５４ 松岡 正海草野 仁氏 藤岡 健一 新ひだか 千代田牧場 ４６６－ ８１：５４．２１� ５．２�
２２ ニシノキュアノス 牝４青鹿５４ 内田 博幸西山 茂行氏 伊藤 圭三 むかわ 西山牧場 ４９４＋ ２１：５４．３� ３３．３	
５７ アルダントヌイ 牝６栗 ５５ 北村 宏司 �社台レースホース栗田 博憲 千歳 社台ファーム ４５４－ ２１：５５．０４ ２３．３

３３ リ ュ シ オ ル 牝５鹿 ５５ 柴田 善臣吉田 勝己氏 小島 太 早来 ノーザンファーム ４７２＋１０ 〃 クビ ７．８�
５８ バイナリースター 牝４鹿 ５４ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 安平 追分ファーム ５３６＋ ２ 〃 ハナ １０６．４�
１１ プロスペラスマム 牝４鹿 ５４ 田中 博康本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ５０６＋ ４１：５５．１� １２．３
８１４ ベルモントヤマユリ 牝６鹿 ５５ F．ベリー �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム ５８０＋ ８ 〃 ハナ ９１．６�
（愛）

３４ ブラックジョーク 牝４鹿 ５４ 大庭 和弥山上 和良氏 和田正一郎 浦河 一珍棒牧場 ４８０＋ ２１：５５．６３ １８６．７�
７１２ ゴールドマッシモ 牝４鹿 ５４ 丸田 恭介磯波 勇氏 高木 登 浦河 駿河牧場 ４８２± ０１：５５．８１� ３８．０�
４６ ピカンチラヴ 牝４栗 ５４ 三浦 皇成小林けい子氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４１４－ ２１：５９．０大差 ５０．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３６，８７２，２００円 複勝： ６５，３２１，７００円 枠連： ３２，１０８，３００円

普通馬連： １６０，３２８，１００円 馬単： ８９，２０３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ５２，７６１，５００円

３連複： １７５，０７２，０００円 ３連単： ３２１，５５８，２００円 計： ９３３，２２５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １８０円 � １５０円 � ６５０円 枠 連（４－７） ６００円

普通馬連 �� ７００円 馬 単 �� １，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ２，２５０円 �� １，９６０円

３ 連 複 ��� ９，６９０円 ３ 連 単 ��� ３９，０１０円

票 数

単勝票数 計 ３６８７２２ 的中 � ７２６３８（２番人気）
複勝票数 計 ６５３２１７ 的中 � １０７５１４（２番人気）� １４５４９６（１番人気）� １８４６３（９番人気）
枠連票数 計 ３２１０８３ 的中 （４－７） ４００２２（１番人気）
普通馬連票数 計１６０３２８１ 的中 �� １６９３７５（１番人気）
馬単票数 計 ８９２０３６ 的中 �� ４４２３６（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５２７６１５ 的中 �� ５１９１３（１番人気）�� ５２５９（２８番人気）�� ６０７１（２５番人気）
３連複票数 計１７５０７２０ 的中 ��� １３３４０（３２番人気）
３連単票数 計３２１５５８２ 的中 ��� ６０８４（１１６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．５―１２．３―１２．４―１２．２―１２．６―１３．２―１３．３―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．１―３６．４―４８．８―１：０１．０―１：１３．６―１：２６．８―１：４０．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒラボクビジン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Machiavellian デビュー ２００９．１２．１３ 中山６着

２００７．５．８生 牝４黒鹿 母 オリジナルスピン 母母 Not Before Time １１戦３勝 賞金 ３４，８５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピカンチラヴ号は，平成２３年２月９日まで平地競走に出走できない。
※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。

０００３４ １月９日 晴 良 （２３中山１）第３日 第１０競走 ��
��２，５００�

げいしゅん

迎春ステークス
発走１４時５０分 （芝・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 ２８０，０００円 ８０，０００円 ４０，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２９．５
２：２９．５

良

良

７７ ヤングアットハート 牡４栗 ５６ 後藤 浩輝 �社台レースホース松山 康久 千歳 社台ファーム ５００＋ ２２：３３．８ ５．５�

４４ キクカタキシード 牡４栗 ５６ 横山 典弘飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４７２－ ６ 〃 クビ ３．５�
５５ ブルースターキング 牡５黒鹿５７ F．ベリー �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか ダイイチ牧場 ４７２± ０２：３４．０１� １５．９�

（愛）

２２ ドリームノクターン 牡６鹿 ５７ 柴田 大知セゾンレースホース� 斎藤 誠 門別 賀張中川牧場 ５０６－ ２２：３４．２１� ２８．７�
７８ ダイバーシティ 牡６鹿 ５７ 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 小西 一男 早来 ノーザンファーム ４６６± ０２：３４．５１� ２１．２�
３３ コスモエンペラー 牡４栗 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新ひだか 米田牧場 ５１８＋１４ 〃 ハナ ４．６	
８９ イ チ ブ ン 牡４青鹿５６ 柴田 善臣山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 水上 習孝 ５０２＋１０２：３４．７１	 ６．９

８１０ アイティトップ 牡６鹿 ５７ 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ５００± ０２：３５．１２	 ９６．６�
６６ シ ャ ガ ー ル 牡４栗 ５６ 内田 博幸山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４９８＋ ４ 〃 クビ ３．９�
１１ ヤエノアカハチ 牡７栗 ５７ 田辺 裕信�RRA 久保田貴士 静内 大典牧場 ４８２＋２２２：３５．３１� ６９．５

（１０頭）

売 得 金

単勝： ４６，７８８，２００円 複勝： ７８，３６２，０００円 枠連： ３０，２４７，３００円

普通馬連： １７４，３１６，６００円 馬単： １０７，３４７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ５０，１１２，５００円

３連複： １９０，４６１，０００円 ３連単： ４２９，７４５，８００円 計： １，１０７，３８０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � １８０円 � １６０円 � ３６０円 枠 連（４－７） ７９０円

普通馬連 �� ９４０円 馬 単 �� ２，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� １，０２０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ３，３８０円 ３ 連 単 ��� １６，２２０円

票 数

単勝票数 計 ４６７８８２ 的中 � ６７８５５（４番人気）
複勝票数 計 ７８３６２０ 的中 � １２４１６５（４番人気）� １６２３０３（１番人気）� ４４４０３（６番人気）
枠連票数 計 ３０２４７３ 的中 （４－７） ２８３０７（１番人気）
普通馬連票数 計１７４３１６６ 的中 �� １３６９８２（４番人気）
馬単票数 計１０７３４７３ 的中 �� ３６８１４（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５０１１２５ 的中 �� ４３６７７（１番人気）�� １１１４９（１５番人気）�� １８９４５（１１番人気）
３連複票数 計１９０４６１０ 的中 ��� ４１６１３（１３番人気）
３連単票数 計４２９７４５８ 的中 ��� １９５５９（６８番人気）

ハロンタイム ７．３―１１．１―１２．２―１２．１―１３．２―１４．３―１２．０―１２．６―１２．０―１２．０―１１．５―１１．４―１２．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．３―１８．４―３０．６―４２．７―５５．９―１：１０．２―１：２２．２―１：３４．８―１：４６．８―１：５８．８―２：１０．３―２：２１．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤングアットハート �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．８．９ 札幌３着

２００７．２．１２生 牡４栗 母 ニフティハート 母母 ニフティニース １７戦４勝 賞金 ７５，０５９，０００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。



０００３５ １月９日 晴 良 （２３中山１）第３日 第１１競走 ��
��１，２００�ジャニュアリーステークス

発走１５時２５分 （ダート・右）

４歳以上，２２．１．９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
賞 品

本 賞 ２１，０００，０００円 ８，４００，０００円 ５，３００，０００円 ３，２００，０００円 ２，１００，０００円
付 加 賞 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

５９ ティアップワイルド 牡５栗 ５６ 石橋 脩田中 昇氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 ５２４± ０１：０９．８ ２．９�

５１０ ツクバホクトオー 牡５黒鹿５５ 吉田 豊荻原 昭二氏 尾形 充弘 浦河 酒井牧場 ４８６＋ ８１：１０．３３ ９．８�
８１６ ファイナルスコアー 牡６栗 ５５ 三浦 皇成 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B４９０± ０ 〃 ハナ １０．５�
２４ アウトクラトール 牡６鹿 ５６ 津村 明秀 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム ４７８－１２ 〃 クビ ４７．４�
４８ ニシノコンサフォス 牡１１栗 ５６ 勝浦 正樹西山 茂行氏 宮本 博 鵡川 西山牧場 ５４０＋１２１：１０．４� ２８．７�
３６ マハーバリプラム 牝６青 ５５ 蛯名 正義吉田 勝己氏 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４７６＋ ２１：１０．５� ５．１�
１１ タマモホットプレイ 牡１０栗 ５４ 武士沢友治タマモ	 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４７４－１２１：１０．６� １４０．８

３５ � グランドラッチ 牡６鹿 ５５ 北村 宏司加藤 守氏 中竹 和也 米

Meadow Oaks
Farm, LLC & Dr.
Frank Justice

５７０＋１４ 〃 ハナ ４３．３�
６１２� ビクトリーテツニー 牡７栗 ５７ 横山 典弘榮 義則氏 森 秀行 米 Dell Ridge

Farm ４８６＋ ２１：１０．７� １６．５�
７１３ ダイワディライト 牡７栗 ５７ 後藤 浩輝大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 門別 下河辺牧場 ５１２＋ ６ 〃 クビ １３．９
２３ スリーアリスト 牡６栗 ５５ 松岡 正海永井商事	 武 宏平 静内 武 牧場 ４９６± ０ 〃 ハナ ２３．３�
６１１ スリーアベニュー 牡９栗 ５６ 江田 照男永井商事	 小野 幸治 浦河 金成吉田牧場 ５０４± ０１：１０．９１ ６０．７�
８１５� セントラルコースト 牡６鹿 ５７ 内田 博幸	ダノックス 池江 泰寿 米 J. V. Shields Jr.

& Robert N. Clay ５０６± ０１：１１．０� ４．７�
４７ アグネスジェダイ 牡９鹿 ５６ 吉田 稔渡辺 孝男氏 森 秀行 千歳 社台ファーム B５１４－ ２１：１１．１� １９４．６�

（愛知）

７１４� ガ ブ リ ン 牡９鹿 ５６ 柴田 善臣榮 義則氏 森 秀行 豪 Mr JR
Fleming ４６４＋ ３１：１１．４１� ９３．０�

１２ ウエスタンビーナス 牝８黒鹿５４ 田中 勝春西川 賢氏 鈴木 康弘 静内 北西牧場 B４７０－ ４１：１２．１４ ７７．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６３，４９９，２００円 複勝： ９６，９４１，３００円 枠連： １０８，５３６，０００円

普通馬連： ４４１，７６９，８００円 馬単： ２４９，０２８，１００円 ワイド【拡大馬連】： １１６，６６７，２００円

３連複： ５３３，２２２，１００円 ３連単： １，０３６，８９１，８００円 計： ２，６４６，５５５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � ３００円 � ２８０円 枠 連（５－５） １，４７０円

普通馬連 �� １，３６０円 馬 単 �� ２，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６１０円 �� ６１０円 �� １，６５０円

３ 連 複 ��� ５，７８０円 ３ 連 単 ��� ２０，６８０円

票 数

単勝票数 計 ６３４９９２ 的中 � １７５３４１（１番人気）
複勝票数 計 ９６９４１３ 的中 � ２４６５６０（１番人気）� ７２４６２（５番人気）� ７６５９３（４番人気）
枠連票数 計１０８５３６０ 的中 （５－５） ５４６７４（５番人気）
普通馬連票数 計４４１７６９８ 的中 �� ２４０８９１（４番人気）
馬単票数 計２４９０２８１ 的中 �� ８５２７７（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１１６６６７２ 的中 �� ４９０４８（４番人気）�� ４８８０５（５番人気）�� １６５１８（２０番人気）
３連複票数 計５３３２２２１ 的中 ��� ６８１１９（１６番人気）
３連単票数 計１０３６８９１８ 的中 ��� ３７００９（４４番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．４―１１．２―１１．７―１２．０―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．４―３３．６―４５．３―５７．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ティアップワイルド �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００８．１０．１９ 京都５着

２００６．４．２０生 牡５栗 母 フォーティエース 母母 ピンクシェイド １９戦６勝 賞金 １１５，７０９，０００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 アーリーロブスト号・コロナグラフ号・ストリートスタイル号・セイカアレグロ号・タカオセンチュリー号・

ムラマサノヨートー号・メイショウセンゴク号・ロングプライド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

０００３６ １月９日 晴 良 （２３中山１）第３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 １０，４００，０００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

１：３１．５
１：３１．４

良

良

１１ � サクラネクスト 牡７栗 ５７ 北村 宏司�さくらコマース小笠 倫弘 静内 西村 和夫 ４７０＋ ２１：３３．６ ７．６�

５９ ロジスプリング 牡４栗 ５６ 横山 典弘久米田正明氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４７０± ０ 〃 アタマ ２．１�
１２ マイネルエルフ 牡５鹿 ５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム ５１８－ ４１：３３．９１� ４．２�
２４ ケープタウンシチー 牝６青 ５５ 石橋 脩 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 門別 富川田中牧場 ４７６＋ ４１：３４．１１	 ６．７�
８１５ エイブルベガ 牡６鹿 ５７ 内田 博幸中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 三石 山際牧場 ５１８－ ２１：３４．２クビ ２１．４�
６１２ ヤマニンノベリスト 牝７鹿 ５５ 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ４７８＋ ４ 〃 クビ ３１８．９�
６１１ シ ー マ ー ク 牡４栗 ５６ 吉田 豊 	社台レースホース大久保洋吉 千歳 社台ファーム ５５４＋１０１：３４．３クビ ３１．７

３６ 
 キャッツインブーツ 牡６栗 ５７

５５ △伊藤 工真山本 英俊氏 池江 泰寿 愛 Stonethorn
Stud Farms Ltd ５２２－ ６ 〃 ハナ ６４．９�

７１３ メイショウマリア 牝６青 ５５ A．クラストゥス 松本 和子氏 小島 太 千歳 社台ファーム ５１０＋ ４ 〃 クビ １４．８�
（仏）

７１４ クレバークリス 牝５芦 ５５ 柴田 善臣田 正明氏 小西 一男 浦河 岡崎牧場 ４９２－ ８ 〃 ハナ １１０．８�
５１０ トーセンオーパス 牡５鹿 ５７ 田中 勝春島川 �哉氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４６０－ ２１：３４．４	 ２５．０�
４７ トップアテンション 牡４鹿 ５６ 田辺 裕信	コオロ 秋山 雅一 浦河 木戸口牧場 ４９４＋ ６１：３４．８２	 ２６１．０�
４８ � ミサトフリート 牝６芦 ５５ 大庭 和弥戸部 洋氏 鈴木 勝美 静内 真歌伊藤牧場 ５１８＋ ４１：３５．２２	 ２０８．８�
３５ スーパーウーマン 牝６栗 ５５ 大野 拓弥 	高木競走馬育成牧場 高木 登 浦河 帰山 清貴 B４７０－ ２１：３５．４１ ５４．２�
２３ イイデサンドラ 牝４芦 ５４

５１ ▲平野 優 �アールエスエーカントリ谷原 義明 新冠 山岡ファーム ４５０＋１４ 〃 クビ １０１．２�
８１６ ゴールデンミシエロ 牡８鹿 ５７ 丹内 祐次	向別牧場 清水 美波 門別 坂戸 節子 ４９０－１８１：３６．１４ ３０１．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５１，８６６，２００円 複勝： ６７，９３９，５００円 枠連： ５２，０２６，９００円

普通馬連： １７７，５８４，２００円 馬単： １１４，５０６，８００円 ワイド【拡大馬連】： ５９，７０３，４００円

３連複： ２０９，１４６，２００円 ３連単： ４３８，００８，７００円 計： １，１７０，７８１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � １８０円 � １２０円 � １５０円 枠 連（１－５） ２９０円

普通馬連 �� ８２０円 馬 単 �� ２，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ４００円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� １，１００円 ３ 連 単 ��� ８，１１０円

票 数

単勝票数 計 ５１８６６２ 的中 � ５４３８８（４番人気）
複勝票数 計 ６７９３９５ 的中 � ８００３６（４番人気）� ２０８２８４（１番人気）� １１７５５５（２番人気）
枠連票数 計 ５２０２６９ 的中 （１－５） １３３５０５（１番人気）
普通馬連票数 計１７７５８４２ 的中 �� １６１５９１（３番人気）
馬単票数 計１１４５０６８ 的中 �� ３７７５７（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５９７０３４ 的中 �� ４２８５４（３番人気）�� ３３７０８（４番人気）�� ７４６３２（１番人気）
３連複票数 計２０９１４６２ 的中 ��� １４１３８２（２番人気）
３連単票数 計４３８００８７ 的中 ��� ３９８６８（１２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．５―３５．１―４６．５―５８．２―１：０９．９―１：２１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．１―３F３５．４

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

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

�サクラネクスト �
�
父 サクラケイザンオー �

�
母父 サクラユタカオー （１戦０勝 賞金 ０円）

２００４．３．５生 牡７栗 母 サクラヒーロー 母母 サクラクレアー ２３戦２勝 賞金 ４５，２８０，０００円
地方デビュー ２００６．６．７ 札幌

〔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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 マイネルスカット号・ミサトバレー号
※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。



（２３中山１）第３日 １月９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 １７９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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２１７，９７０，０００円
６，３９０，０００円
１３，９９０，０００円
１，４８０，０００円
２０，６１０，０００円
６１，８５７，２５０円
５，３２８，８００円
１，７７２，１００円

勝馬投票券売得金
３９８，５６５，６００円
６８７，５８２，３００円
４０９，９８７，５００円

１，５５９，２６１，９００円
９９３，０６７，８００円
５２４，３５２，３００円

１，８７６，６９３，５００円
３，５２１，０８１，６００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 ９，９７０，５９２，５００円

総入場人員 ３２，２１５名 （有料入場人員 ２９，４４０名）


