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０００２５ １月９日 晴 良 （２４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）

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

７１４ ドリームリーグ 牡３栗 ５６ 三浦 皇成セゾンレースホース� 畠山 吉宏 浦河 駿河牧場 ５１２＋ ２１：１３．４ ８．９�

８１５ フェアリーガーデン 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣田頭 勇貴氏 武藤 善則 豊浦 飯原牧場 ４３２－ ４ 〃 ハナ ２．３�
５１０ ヴァンヌーヴォー 牡３鹿 ５６ C．ルメール H.H．シェイク・ハムダン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５０６－ ２１：１３．５� ３．８�
（仏）

８１６ クレバーアポロ 牡３栗 ５６ 田辺 裕信田� 正明氏 小西 一男 むかわ 上水牧場 ４７０± ０１：１３．６� ４．２�
２４ ムーンベックカフェ 牡３栗 ５６ 武 豊西川 恭子氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４９２＋ ８１：１３．７� １１．０�
４７ ヒ ト メ ボ レ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲横山 和生岩� 正志氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４７６＋ ６１：１４．１２� ２４１．２	
３６ ヒカリレーザー 牡３青鹿５６ 村田 一誠�ヒカリクラブ 南田美知雄 日高 中川牧場 ４０６＋１２１：１４．４２ ４２６．７

７１３ デルマアマテラス 牝３鹿 ５４ 伊藤 直人浅沼 廣幸氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム ４７６＋１８１：１４．６１ ３２９．４�
５９ ヤワタサイレンス 牝３鹿 ５４ 丸山 元気平岩 健一氏 高橋 裕 日高 木村牧場 ４８４－ ２ 〃 クビ ５６．４�
６１１ シュターケン 牡３鹿 ５６

５３ ▲菅原 隆一石川 幸司氏 保田 一隆 浦河 三栄牧場 ４２８ ― 〃 アタマ ２３０．０
３５ オテンバレディ 牝３栗 ５４

５１ ▲小野寺祐太丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 松本牧場 ４５８－ ６１：１５．５５ ３３５．９�
４８ トウショウテイスト 牡３鹿 ５６ 江田 照男トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B４８２＋ ２１：１５．６� ５９．１�
６１２ エメラルホーム 牡３黒鹿５６ 木幡 初広高橋 勉氏 土田 稔 新ひだか 出羽牧場 ４６０＋ ２１：１５．７� ３１５．２�
１１ アポロドンブリ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 新ひだか 中村 和夫 ４８２＋１６１：１５．８� ３５．７�
１２ カフェルネッサンス 牡３黒鹿５６ 中舘 英二西川 光一氏 松山 康久 千歳 社台ファーム ５２８＋ ８１：１６．０１� ３６．７�
２３ ジェイケイヒーロー 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎小谷野次郎氏 岩戸 孝樹 浦河 畔高牧場 ４６６－ ２１：１６．６３� ２５１．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，４３５，４００円 複勝： ４１，３０７，２００円 枠連： １７，６６８，０００円

馬連： ５８，９８４，３００円 馬単： ４０，８２７，６００円 ワイド： ２４，５６６，６００円

３連複： ７６，８４７，４００円 ３連単： １３３，２３０，６００円 計： ４１２，８６７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � １８０円 � １１０円 � １４０円 枠 連（７－８） ６２０円

馬 連 �� ８９０円 馬 単 �� ２，５３０円

ワ イ ド �� ３２０円 �� ４６０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� ９７０円 ３ 連 単 ��� ８，２４０円

票 数

単勝票数 計 １９４３５４ 的中 � １７２１６（４番人気）
複勝票数 計 ４１３０７２ 的中 � ３９８６６（４番人気）� １６２２６２（１番人気）� ７２３２４（２番人気）
枠連票数 計 １７６６８０ 的中 （７－８） ２１１０３（３番人気）
馬連票数 計 ５８９８４３ 的中 �� ４９１７６（４番人気）
馬単票数 計 ４０８２７６ 的中 �� １１９１４（１０番人気）
ワイド票数 計 ２４５６６６ 的中 �� １８４０３（４番人気）�� １１９６２（５番人気）�� ３２２５４（２番人気）
３連複票数 計 ７６８４７４ 的中 ��� ５９００３（３番人気）
３連単票数 計１３３２３０６ 的中 ��� １１９４０（２４番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．８―１１．５―１２．３―１２．９―１４．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．７―３４．２―４６．５―５９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．７―３F３９．２
３ ９（１５，１６）１４，８（１０，１１，１２）－２（７，４）６，１（３，１３）５ ４ ・（９，１５，１６）－（１４，１０）８（７，１１，１２）４，２，６－１，１３，５－３
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ドリームリーグ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１１．９．４ 新潟９着

２００９．５．５生 牡３栗 母 メモリーズオブロニー 母母 Pass Away ５戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔制裁〕 ヒトメボレ号の騎手横山和生は，負担重量について注意義務を怠り過怠金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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 アイヴィトウショウ号・リワードゴードン号
（非抽選馬） ５頭 サンマルヴァーゴ号・スペランツァーレ号・ナンヨーマケナイワ号・パシステント号・マンボマンボ号
※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。

０００２６ １月９日 晴 良 （２４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

１１ サンデーコア �３黒鹿５６ 田中 勝春田口 廣氏 大江原 哲 新冠 川上牧場 ４７６＋ ２１：５７．８ ２．８�

８１６ キングザブルース 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介西浦 和男氏 土田 稔 浦河 丸幸小林牧場 ４９０＋１０１：５８．２２� １８３．０�
７１４ マキシムギャラント 牡３栗 ５６

５３ ▲嶋田 純次小田 廣美氏 石栗 龍彦 日高 大沢育成牧場 ４３２＋ ４１：５８．５１� ３９５．９�
３６ トーセンナポレオン 牡３栗 ５６ 北村 宏司島川 �哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４５８－ ８ 〃 ハナ ２６．４�
７１３ フラッシュパッカー 牡３栗 ５６ C．ルメール 魚住 啓市氏 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 ４７８－ ２ 〃 アタマ ９．４�

（仏）

１２ 	 バルダメンテ 牡３青鹿５６ 三浦 皇成前田 幸治氏 和田正一郎 米 Marion G.
Montanari ５０６－ ４１：５８．６クビ ５．９�

４７ セイウンブラボー 牡３鹿 ５６ 横山 典弘西山 茂行氏 鈴木 伸尋 新ひだか 村上牧場 ４９０－ ４１：５８．９１� ８．０	
５９ アポロマーベリック 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 藤本 友則 ５１８＋ ２ 〃 ハナ ３．７

６１１ コスモディクタット 牝３鹿 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 庄野牧場 ４３０＋ ２１：５９．０� ４９．７�
５１０ ベルウッドハピネス 牡３鹿 ５６ 中舘 英二鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 岡田スタツド B４６２－ ４１：５９．５３ １６９．２
４８ トーセンアゲイン 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲高嶋 活士島川 �哉氏 柴崎 勇 日高 有限会社 エ
スティファーム ４８６－ ４１：５９．６クビ １３８．１�

８１５ コウズシャイン 牡３鹿 ５６ 二本柳 壮山本 功士氏 二本柳俊一 浦河 高松牧場 ４９８± ０ 〃 クビ １６１．９�
６１２ ドリームピース 牡３栗 ５６ 武 豊セゾンレースホース� 松山 康久 安平 追分ファーム ４８６＋ ２１：５９．８１
 ９．１�
３５ ゴールドゲッター 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介居城 要氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム ５０８＋１０１：５９．９� ７４．２�
２３ ヴェルデルーチェ 牡３黒鹿５６ 田中 博康 �グリーンファーム 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 B４７６＋ ２２：００．３２� ８５．８�
２４ ロングストライド 牡３鹿 ５６ 江田 照男桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 萩澤 俊雄 ５１０－ ６２：００．６１� ２４３．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，１０３，６００円 複勝： ４４，７６６，７００円 枠連： １８，５８２，７００円

馬連： ６２，７２４，６００円 馬単： ４３，９８５，１００円 ワイド： ２８，２７０，３００円

３連複： ８２，０７６，０００円 ３連単： １３５，４９８，６００円 計： ４３８，００７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � ３，５１０円 � ６，９５０円 枠 連（１－８） ４，７２０円

馬 連 �� １７，８７０円 馬 単 �� ２２，３６０円

ワ イ ド �� ５，３４０円 �� １４，０４０円 �� １０６，３６０円

３ 連 複 ��� ５６６，１００円 ３ 連 単 ��� １，９２３，０４０円

票 数

単勝票数 計 ２２１０３６ 的中 � ６４０３５（１番人気）
複勝票数 計 ４４７６６７ 的中 � １２８９５８（１番人気）� ２４７６（１４番人気）� １２３７（１６番人気）
枠連票数 計 １８５８２７ 的中 （１－８） ２９０７（１３番人気）
馬連票数 計 ６２７２４６ 的中 �� ２５９１（３１番人気）
馬単票数 計 ４３９８５１ 的中 �� １４５２（４４番人気）
ワイド票数 計 ２８２７０３ 的中 �� １３１４（３６番人気）�� ４９５（６５番人気）�� ６５（１１５番人気）
３連複票数 計 ８２０７６０ 的中 ��� １０７（３０７番人気）
３連単票数 計１３５４９８６ 的中 ��� ５２（１３８３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１３．４―１３．３―１３．１―１３．３―１３．３―１３．５―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．０―３７．４―５０．７―１：０３．８―１：１７．１―１：３０．４―１：４３．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５４．０―３F４０．７
１
３

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

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

サンデーコア �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１１．１０．２３ 東京２着

２００９．３．１８生 �３黒鹿 母 プリンセスエイブル 母母 メインディッシュ ４戦１勝 賞金 １１，１００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 ウッチャリ号・ギンザノクリチャン号・シンデンゼアス号・ダブルピース号・ブリガンディン号
※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。

第１回　中山競馬　第３日



０００２７ １月９日 晴 良 （２４中山１）第３日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時５０分 （ダート・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ６，０００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９００，０００円 ６００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

５８ ピグマリオン 牡３鹿 ５６ C．ルメール �キャロットファーム 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 ４６４ ―１：５９．９ ２．８�
（仏）

６１０ ベルモントフェスタ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �ベルモントファーム 古賀 史生 新冠 ベルモント
ファーム ５５６ ―２：００．４３ ７．５�

３４ ヤマノトライ 牡３黒鹿５６ 村田 一誠澤村 敏雄氏 阿部 新生 日高 日高大洋牧場 ５１６ ―２：００．７２ １４２．２�
１１ ワイルドロジャー 牡３栗 ５６ 田辺 裕信ディアレスト 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム B４９８ ―２：０１．０１� ７．９�
７１３ タイガーゲート 牡３鹿 ５６ 丸山 元気栗坂 崇氏 根本 康広 新ひだか キヨタケ牧場 ５２２ ―２：０１．１クビ ３９．７�
４６ ザッツフォエヴァー 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人ザ・チャンピオンズ 牧 光二 新冠 若林牧場 ５３２ ―２：０１．２� ９．３�
３５ アンマリアトーレ 牝３栗 ５４ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ５１４ ―２：０１．５１� ２．９	
７１２ セカンドペガサス 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次佐々木幸子氏 伊藤 圭三 新ひだか 漆原 哲雄 ４７０ ―２：０１．６� １２．５

２３ ロトスカイハイ 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥國武 佳博氏 藤原 辰雄 新ひだか 田湯牧場 ４５８ ― 〃 クビ ４０．２�
２２ サーストンミシガン 牡３栗 ５６ 柴田 善臣齊藤 宣勝氏 加藤 和宏 新冠 ラツキー牧場 ４８４ ―２：０１．９１� １５４．０�
４７ リズミックセンス 牝３鹿 ５４ 吉田 豊吉田喜代司氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 ４３８ ―２：０２．７５ ９６．２
８１４ マイネルレジェール 牡３黒鹿５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム ５００ ―２：０３．０１� ５７．０�
５９ ドラゴントロフィー 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成窪田 芳郎氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B５１８ ―２：０３．６３� ９９．７�
８１５ ビッグジャーニー 牝３鹿 ５４ 津村 明秀�ビッグ 石栗 龍彦 むかわ 桑原牧場 ４９６ ―２：０４．４５ ９１．２�

（１４頭）
６１１ ハ ー コ ッ ト 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ― ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２１，６１１，４００円 複勝： ３１，４１３，０００円 枠連： １６，３４７，１００円

馬連： ５３，５６７，８００円 馬単： ３８，４６０，５００円 ワイド： ２２，４９５，９００円

３連複： ６０，５２０，１００円 ３連単： １０６，７５９，１００円 計： ３５１，１７４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １５０円 � ２８０円 � ２，６７０円 枠 連（５－６） ９００円

馬 連 �� １，０８０円 馬 単 �� １，５４０円

ワ イ ド �� ４６０円 �� ３，８５０円 �� １０，５４０円

３ 連 複 ��� ３４，８２０円 ３ 連 単 ��� １１１，４５０円

票 数

単勝票数 差引計 ２１６１１４（返還計 ４４０） 的中 � ６１０５１（１番人気）
複勝票数 差引計 ３１４１３０（返還計 ６６４） 的中 � ７９７８１（１番人気）� ２８０８３（５番人気）� ２１３６（１４番人気）
枠連票数 差引計 １６３４７１（返還計 ６２） 的中 （５－６） １３５０４（２番人気）
馬連票数 差引計 ５３５６７８（返還計 ３０３７） 的中 �� ３６７９９（２番人気）
馬単票数 差引計 ３８４６０５（返還計 １８３１） 的中 �� １８５０９（３番人気）
ワイド票数 差引計 ２２４９５９（返還計 １０２７） 的中 �� １３４９２（３番人気）�� １３６９（３２番人気）�� ４９３（６３番人気）
３連複票数 差引計 ６０５２０１（返還計 ７０４３） 的中 ��� １２８３（８４番人気）
３連単票数 差引計１０６７５９１（返還計 １１３８０） 的中 ��� ７０７（２４８番人気）

ハロンタイム １３．０―１２．５―１４．４―１４．７―１３．９―１３．５―１２．６―１２．７―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２５．５―３９．９―５４．６―１：０８．５―１：２２．０―１：３４．６―１：４７．３

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ピグマリオン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 メジロマックイーン 初出走

２００９．１．１２生 牡３鹿 母 タイムフェアレディ 母母 トキファイター １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔出走取消〕 ハーコット号は，疾病〔右結膜炎〕のため出走取消。
※ピグマリオン号・ヤマノトライ号は，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。

０００２８ １月９日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２４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 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード３：１０．２良・良

７１１ ミラクルオブレナ 牡４黒鹿５９ 高野 和馬平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか へいはた牧場 ５２０＋ ８３：１３．９ ２．０�

６９ マイネルパルティア 牡７鹿 ６０ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武市 康男 静内 畠山牧場 ５１４＋ ４３：１４．８５ ３．９�

３３ ヴィーヴァシャトル 牡６栗 ６０ 大江原 圭芹澤 精一氏 阿部 新生 浦河 松栄牧場 ５１０＋ ８３：１５．９７ ７．３�
３４ サイクロンフォース 牡４鹿 ５９ 山本 康志小菅 定雄氏 松山 康久 登別 青藍牧場 ５１２＋２４３：１６．６４ ４５．６�
１１ ケミカルチェンジ �４青鹿５９ 穂苅 寿彦 �キャロットファーム 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ５００－ ８３：１６．７� １５．３�
４６ � ボタニカルアート 牡７鹿 ６０ 横山 義行 �キャロットファーム 加藤 征弘 豪

Gainsborough Stud Aus-
tralia Pty Ltd, Arrowfield
Group Pty Ltd

４６２＋ ３３：１７．５５ ６．１	
４５ � スイートゲイナー 牝５黒鹿５８ 平沢 健治シンボリ牧場 坂本 勝美 日高 シンボリ牧場 ４６８＋１８３：１７．８２ ２１３．０

８１３ ドクトルスズカ 牡４鹿 ５９ 石神 深一永井 啓弍氏 田中 剛 浦河 辻 牧場 ４９２＋２０３：２０．５大差 １４８．４�
５８ リバルドホープ 牡４鹿 ５９ 金子 光希河野 保雄氏 尾形 充弘 浦河 酒井牧場 ４４６＋ ４３：２１．２４ ５６．４�
７１２ メジロフランクリン 牡５鹿 ６０ 大庭 和弥岩� 伸道氏 奥平 雅士 洞爺湖 メジロ牧場 ５１８＋ ６３：２１．７３ ２１．９
５７ グラッドフォンテン 牡４鹿 ５９ 蓑島 靖典吉橋 計氏 石毛 善彦 浦河 山田牧場 ４７６＋１８３：２２．２３ ９２．５�
６１０ ディーエスラムール 牡４青 ５９ 五十嵐雄祐秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 中村農場 ５３６＋１８３：２３．８１０ ５０．４�
８１４� レッドコート 牡６青鹿６０ 池崎 祐介宮坂五十四氏 二本柳俊一 日高 新井 昭二 ５４２＋ ６３：２４．７５ ３４３．３�
２２ � ラブコマドリー 牝５栗 ５８ 鈴木 慶太増田 陽一氏 大和田 成 新ひだか 加野牧場 ４９８＋１０３：３２．０大差 １７７．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，５１１，７００円 複勝： １９，７５８，３００円 枠連： １４，４３８，４００円

馬連： ４１，８５６，６００円 馬単： ３４，１１０，１００円 ワイド： １８，１２４，０００円

３連複： ５５，１３９，４００円 ３連単： １１１，５９４，１００円 計： ３１２，５３２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １５０円 枠 連（６－７） ２８０円

馬 連 �� ３２０円 馬 単 �� ５００円

ワ イ ド �� １６０円 �� ２７０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ５２０円 ３ 連 単 ��� １，２９０円

票 数

単勝票数 計 １７５１１７ 的中 � ６９９３９（１番人気）
複勝票数 計 １９７５８３ 的中 � ５８５８３（１番人気）� ４１３７９（２番人気）� ２８８０９（３番人気）
枠連票数 計 １４４３８４ 的中 （６－７） ３９１３５（１番人気）
馬連票数 計 ４１８５６６ 的中 �� ９７９３４（１番人気）
馬単票数 計 ３４１１０１ 的中 �� ５０４０６（１番人気）
ワイド票数 計 １８１２４０ 的中 �� ３３８２９（１番人気）�� １５３１５（３番人気）�� １５４２９（２番人気）
３連複票数 計 ５５１３９４ 的中 ��� ７９４７６（１番人気）
３連単票数 計１１１５９４１ 的中 ��� ６４１６７（１番人気）

上り １マイル １：４４．９ ４F ５２．０－３F ３９．３
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→�→	→�」
１
�

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

�
�

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

勝馬の
紹 介

ミラクルオブレナ �
�
父 ソングオブウインド �

�
母父 ムタファーウエク デビュー ２０１０．１２．１２ 中山５着

２００８．２．２２生 牡４黒鹿 母 レ ナ リ ッ チ 母母 ミスキャサリン 障害：３戦１勝 賞金 １１，０００，０００円
〔騎手変更〕 ヴィーヴァシャトル号の騎手江田勇亮は，第２日第８競走での落馬負傷のため大江原圭に変更。
※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。
（非抽選馬） １頭 オウエイロブロイ号



０００２９ １月９日 晴 良 （２４中山１）第３日 第５競走 ��
��２，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時１０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

２：１０．１
２：１０．１

良

良

７１３ マイネルテンクウ 牡３鹿 ５６ C．ルメール �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム ５００＋ ４２：１７．１ ７．９�

（仏）

６１１ クリールカイザー 牡３栗 ５６ 吉田 豊横山 修二氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 ４６０＋ ６２：１７．５２� ８．２�
４８ タイセイグルーヴィ 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信田中 成奉氏 池上 昌弘 日高 日高大洋牧場 ４６８＋ ４ 〃 ハナ ４．４�
８１６ マイネルカブト 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新ひだか 岡田スタツド B４７０＋ ４ 〃 ハナ １２１．９�
２４ ダイワネクサス 牡３鹿 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４７６＋ ４２：１７．６クビ ２．８�
７１４ アールデュラン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義星野 良二氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 ４８２－ ６２：１７．７� １３．７�
３６ ロジサンデー 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか 田中 裕之 ４７４－ ２ 〃 クビ ５．６	
２３ エヌチョウサン 牡３黒鹿５６ 石橋 脩長山 尚義氏 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 ５２８± ０２：１７．８クビ ８０．０

１１ ピュアダイヤモンド 牝３青鹿５４ 福永 祐一 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 ４５４± ０ 〃 クビ ３２．５�
８１５ トーセンオードリー 牝３黒鹿５４ 武士沢友治島川 哉氏 小桧山 悟 千歳 社台ファーム ４７４－ ２２：１８．０１� １４７．８�
５１０ ペイトリッツデイ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春�瀬 真尚氏 高木 登 新冠 前川 隆範 ５０８－ ８ 〃 アタマ ３５７．０�
３５ ドクターハンチ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣松岡 悟氏 柴田 政人 日高 庄野牧場 ４５６＋ ４２：１８．２１� ２４９．９�
１２ クリノエルヴィス 牡３鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人栗本 博晴氏 高市 圭二 新ひだか 斉藤スタッド ４９６＋ ４２：１８．３クビ ４８５．３�
６１２ ファイアセレッソ 牝３青 ５４ 大野 拓弥 �ユートピア牧場 菊川 正達 登別 ユートピア牧場 ４２０－１４ 〃 クビ ９１．３�
５９ ミヤコデラックス 牡３鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次吉田喜代司氏 菅原 泰夫 新冠 ハクツ牧場 ４５４＋ ４２：１８．６１� ２２６．３�
４７ ヒシラガーディア 牝３黒鹿５４ 横山 典弘阿部雅一郎氏 久保田貴士 新冠 カミイスタット ４９２± ０ （競走中止） １２．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，８０２，７００円 複勝： ５４，５１６，０００円 枠連： ２３，３９３，８００円

馬連： ８３，８３８，９００円 馬単： ５２，９６３，６００円 ワイド： ３５，５７１，３００円

３連複： ９８，２１６，３００円 ３連単： １６７，４８４，３００円 計： ５４５，７８６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � ２５０円 � ２７０円 � １９０円 枠 連（６－７） １，６２０円

馬 連 �� ３，２４０円 馬 単 �� ６，２６０円

ワ イ ド �� ９８０円 �� ６１０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� ４，５７０円 ３ 連 単 ��� ３２，２７０円

票 数

単勝票数 計 ２９８０２７ 的中 � ３００６２（４番人気）
複勝票数 計 ５４５１６０ 的中 � ５６８５０（４番人気）� ４９２８７（５番人気）� ８９３３６（２番人気）
枠連票数 計 ２３３９３８ 的中 （６－７） １０７０１（９番人気）
馬連票数 計 ８３８３８９ 的中 �� １９１０４（１４番人気）
馬単票数 計 ５２９６３６ 的中 �� ６２５１（２７番人気）
ワイド票数 計 ３５５７１３ 的中 �� ８７２４（１３番人気）�� １４９２９（５番人気）�� １２３８８（１０番人気）
３連複票数 計 ９８２１６３ 的中 ��� １５８６９（１８番人気）
３連単票数 計１６７４８４３ 的中 ��� ３８３１（１０５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．７―１３．１―１３．２―１３．８―１２．６―１２．３―１２．８―１２．１―１１．１―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．６―２４．３―３７．４―５０．６―１：０４．４―１：１７．０―１：２９．３―１：４２．１―１：５４．２―２：０５．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．８―３F３５．０
１
３
１４，１６（７，１０，１３）（１，４）（２，６）８（５，９，１１）－１５，１２，３・（１６，１３）１４（１０，４）（１，６）８，２，１１（５，３）（９，１５）１２＝７

２
４

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

勝馬の
紹 介

マイネルテンクウ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１１．８．１４ 札幌９着

２００９．２．３生 牡３鹿 母 コスモフライハイ 母母 レディビーナス ８戦１勝 賞金 ７，７５０，０００円
〔競走中止〕 ヒシラガーディア号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため３コーナーで競走中止。
〔制裁〕 タイセイグルーヴィ号の騎手田辺裕信は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金５０，０００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） ３頭 カワキタバルク号・プレシャスウィン号・ベルウッドワンキー号
（非抽選馬） ３頭 ヴィンドランダ号・マイネルサムアップ号・ローズジュリエット号
※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。

０００３０ １月９日 晴 良 （２４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 ６，０００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９００，０００円 ６００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．４

良

良

２３ ジョウテンオリーヴ 牝３鹿 ５４ 丸山 元気田邉 久男氏 相沢 郁 新ひだか 田上 稔 ４８８ ―１：３７．６ ５．８�

５９ コウトヤード 牝３鹿 ５４ 小林 淳一�広富牧場 成島 英春 平取 コアレススタッド ５０６ ―１：３８．１３ ７３．２�
７１４ アンスポークン 牝３鹿 ５４ 福永 祐一 �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 ４６０ ― 〃 アタマ ２．９�
７１３ アストライオス 牡３栗 ５６ 石橋 脩�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 ４４６ ―１：３８．３１� ６．３�
４７ イ ル マ ー レ �３鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太岡田 壮史氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド ４０２ ―１：３８．６２ ２２８．６�
６１１� ローマンクィーン 牝３黒鹿５４ 中舘 英二�タイヘイ牧場 国枝 栄 英 Taihei

Stud Farm ４４０ ― 〃 クビ ２４．８	
３６ コスモテイクハート 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 むかわ 東振牧場 ４６２ ―１：３８．７クビ ７．８

１１ スギノアンフィニー 牝３栗 ５４ 田中 博康杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 ４６２ ―１：３８．８	 ２９．８�
４８ ミサノハナユキ 牝３栗 ５４ 横山 義行竹森 幹雄氏 田中 剛 新冠 中央牧場 ４１０ ―１：３８．９	 ２３３．０�
２４ サクラオードシエル 牝３青鹿５４ 武 豊�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 新和牧場 ４８６ ― 〃 クビ ４．２
３５ アザブノクリチャン 牝３栗 ５４ 中谷 雄太栗本 博晴氏 本間 忍 日高 永村 侑 ４７０ ―１：３９．０クビ １０７．４�

（ガンバルクリチャン）

８１６ ナイスルール 牡３鹿 ５６ 吉田 豊戸部 洋氏 谷原 義明 新ひだか 元茂牧場 ４４６ ― 〃 ハナ ６１．２�
６１２ コスモマタン 牡３栗 ５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 剛 新冠 田上 光征 ５１６ ―１：３９．２１� ９５．１�
５１０ エクストール 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥�辻牧場 栗田 博憲 浦河 辻 牧場 ４６６ ― 〃 クビ ７９．０�
１２ ヒシパレード 牡３鹿 ５６ 北村 宏司阿部雅一郎氏 国枝 栄 新冠 カミイスタット ４５６ ―１：３９．３クビ １５．１�
８１５ ポ シ ド ニ ア 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 岡部牧場 ４０６ ―１：４０．６８ ４１１．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，１７１，２００円 複勝： ３７，７６０，０００円 枠連： ２８，７５５，４００円

馬連： ７０，５１２，１００円 馬単： ４３，８４９，３００円 ワイド： ２７，８５８，５００円

３連複： ７９，４６０，４００円 ３連単： １２８，４６１，９００円 計： ４４３，８２８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � １８０円 � １，０８０円 � １６０円 枠 連（２－５） ４，７００円

馬 連 �� １４，９５０円 馬 単 �� ２１，５６０円

ワ イ ド �� ３，５３０円 �� ４３０円 �� ２，８８０円

３ 連 複 ��� １４，０１０円 ３ 連 単 ��� １２６，２４０円

票 数

単勝票数 計 ２７１７１２ 的中 � ３７１４５（３番人気）
複勝票数 計 ３７７６００ 的中 � ６４４５０（２番人気）� ６２３４（１０番人気）� ７９７５２（１番人気）
枠連票数 計 ２８７５５４ 的中 （２－５） ４５１６（１５番人気）
馬連票数 計 ７０５１２１ 的中 �� ３４８３（３３番人気）
馬単票数 計 ４３８４９３ 的中 �� １５０１（５５番人気）
ワイド票数 計 ２７８５８５ 的中 �� １８２９（３７番人気）�� １８０４２（２番人気）�� ２２５３（３１番人気）
３連複票数 計 ７９４６０４ 的中 ��� ４１８６（４５番人気）
３連単票数 計１２８４６１９ 的中 ��� ７５１（３４５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．７―３７．３―５０．０―１：０２．７―１：１４．６―１：２６．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．６―３F３４．９

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

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

勝馬の
紹 介

ジョウテンオリーヴ �
�
父 ジョウテンブレーヴ �

�
母父 アジュディケーティング 初出走

２００９．５．１０生 牝３鹿 母 ジョウテンセレブ 母母 ミヤギミノル １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔制裁〕 イルマーレ号の騎手小野寺祐太は，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。（１６番・１２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２０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２０頭 アズキ号・アンバウンド号・ウエスタンマグマ号・ヴォードヴィリアン号・エレガントタイム号・エンムハチナナ号・

グリーンヴォルト号・コウヨウラブ号・ココロチラリ号・サウンドレーサー号・サムライニッポン号・
サンマルボーン号・シャコウプリンセス号・ジャングルヤマト号・シルバーレイショウ号・タマモスキップ号・
チングルマ号・ピグマリオン号・マイネパール号・ラスヴェンチュラス号



０００３１ １月９日 晴 良 （２４中山１）第３日 第７競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１３時１０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

６１２ クレバーデステニー 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信田� 正明氏 小西 一男 新ひだか 斉藤スタッド ４４６＋ ８１：１２．９ １１．５�

２３ ハタノアブソルート 牡３鹿 ５６ C．ルメール �グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム ５２２－ ２１：１３．０� ４．１�

（仏）

８１５� ウィナーズマックス 牡３黒鹿５６ 西田雄一郎山口 克己氏 大江原 哲 平取 山口 明彦 B４６６－ ２１：１３．２１� １４２．７�
４７ プリサイスファイン 牡３青鹿５６ 丹内 祐次井山 登氏 矢野 照正 新ひだか シンボリ牧場 ４９０± ０１：１３．３クビ ９．６�
１２ サンセルマン 牡３黒鹿５６ 丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 ４５０± ０ 〃 クビ ３４７．６�
２４ ロードナイト 牝３鹿 ５４ 中舘 英二山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 有限会社石川牧場 ４６２－ ２１：１３．４� ３０．１	
３５ グラスメジャー 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ４８４－ ４１：１３．６１ ２．０

３６ 	 ジョーマダガスカル 牡３鹿 ５６ 石橋 脩上田けい子氏 中竹 和也 米 Fred W.

Hertrich III ５０２－ ４ 〃 ハナ １７．７�
７１３ ナムラシンシン 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹奈村 信重氏 大和田 成 浦河 中島牧場 ４２８－ ２１：１３．７クビ ２３．３�
７１４ ノボピュアリティ 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 ４７４± ０１：１４．０１� ７２．０�
６１１� コウギョウクロス 牡３鹿 ５６ 武 豊菊地 捷士氏 小島 太 日高 下河辺牧場 ４８２＋ １ 〃 クビ ８７．０�
４８ ナムラビーム 牝３芦 ５４ 田中 勝春奈村 信重氏 大和田 成 えりも 上島牧場 ４４８± ０１：１４．３１� ３２．１�
１１ リプレイスインディ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人古川 智洋氏 中川 公成 新ひだか 静内酒井牧場 ４７８－ ４１：１４．４� ４５．４�
５１０ ジャストフレンズ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司阿部 幸暉氏 大和田 成 新冠 �渡 信義 ４２８＋ ６ 〃 クビ １８２．７�
５９ ルタンデスリーズ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高木 登 新ひだか 嶋田牧場 ４７０－ ２１：１４．５クビ １２．３�
８１６ キンシツーストン 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成若草クラブ 浅見 秀一 様似 ホウセイ牧場 ４６２－１２１：１４．６� ７２．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，０１７，７００円 複勝： ５１，９５８，７００円 枠連： ２７，６３５，２００円

馬連： ９３，６４７，０００円 馬単： ６３，６７４，２００円 ワイド： ４１，１０２，１００円

３連複： １０７，８６０，０００円 ３連単： １９６，４６４，７００円 計： ６１７，３５９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１５０円 複 勝 � ２７０円 � １８０円 � １，８１０円 枠 連（２－６） ２，０９０円

馬 連 �� ２，７００円 馬 単 �� ７，１８０円

ワ イ ド �� ８６０円 �� １０，５８０円 �� ６，６８０円

３ 連 複 ��� ８７，１９０円 ３ 連 単 ��� ４３６，７２０円

票 数

単勝票数 計 ３５０１７７ 的中 � ２４１１８（４番人気）
複勝票数 計 ５１９５８７ 的中 � ５０４５２（３番人気）� ９９８９１（２番人気）� ５６６６（１４番人気）
枠連票数 計 ２７６３５２ 的中 （２－６） ９７６７（８番人気）
馬連票数 計 ９３６４７０ 的中 �� ２５６３２（９番人気）
馬単票数 計 ６３６７４２ 的中 �� ６５４６（２３番人気）
ワイド票数 計 ４１１０２１ 的中 �� １２５４５（８番人気）�� ９２８（６９番人気）�� １４７６（５６番人気）
３連複票数 計１０７８６００ 的中 ��� ９１３（１７３番人気）
３連単票数 計１９６４６４７ 的中 ��� ３３２（８２８番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．４―１１．７―１２．７―１２．９―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．３―３４．０―４６．７―５９．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クレバーデステニー �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Gone West デビュー ２０１１．１０．２９ 東京２着

２００９．４．２２生 牡３鹿 母 ウエストエスケープ 母母 Sans Escale ４戦２勝 賞金 １５，３００，０００円
〔制裁〕 クレバーデステニー号の騎手田辺裕信は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金７０，０００円。（１６番への

進路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 モルフェフォレスト号
※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。

０００３２ １月９日 晴 良 （２４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）

１０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

４７ シセイオウジ 牡５栗 ５７ 田中 勝春猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４６６＋ ８１：１１．２ ７．７�

７１３ ヤマニンパピオネ 牝４芦 ５４ 柴山 雄一土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 ４９２＋ ４ 〃 ハナ ２９．２�
５１０� サトノデートナ 牡４鹿 ５６ 蛯名 正義里見 治氏 国枝 栄 米

Barbara Nel-
son & Richard
Lugovich Jr.

４８８± ０１：１１．８３� ２．７�
８１５ スモールキング 牡４鹿 ５６ 柴田 善臣�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４４６± ０ 〃 アタマ ５．２�
７１４ キンショーユウジャ 牡４栗 ５６ 勝浦 正樹礒野日出夫氏 田島 俊明 新ひだか 藤本牧場 ５１６＋１０ 〃 アタマ ６．５�
２３ ストロングロビン 牡６鹿 ５７ 丸田 恭介村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 ４９２＋ ４１：１１．９クビ ６９．５�
３６ ラヴリードリーム 牝６青鹿５５ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 松田 三千雄 ４９２＋ ４ 〃 アタマ ２１．４	
６１２ メジロオマリー 牡７黒鹿５７ 田中 博康岩� 伸道氏 奥平 雅士 洞爺 メジロ牧場 B４７２＋ ８１：１２．１１	 ５５．２

４８ � コスモパイレット 牡６黒鹿５７ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 米 Chester Broman &

Mary R. Broman B５２８± ０１：１２．２
 ５２．４�
５９ ガリレオシチー 牡６黒鹿５７ 江田 照男 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 日高 幾千世牧場 ５２８＋１０１：１２．４１� ３８．３
８１６ ト レ ボ ー ネ �４鹿 ５６ 丸山 元気田上 雅春氏 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド ４４６± ０１：１２．５クビ １６．１�
６１１ ロードハリアー 牡４鹿 ５６ 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 様似 猿倉牧場 ４７２＋１０１：１２．６� ７７．７�
１１ � ウエストハーバー 牡４栗 ５６ C．ルメール 加藤 守氏 中竹 和也 米 Overbrook

Farm ５２０＋ ２１：１２．８１	 ７．０�
（仏）

１２ ミッキーシュタルク 牡６鹿 ５７
５４ ▲西村 太一野田みづき氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８２－ ６１：１３．１２ ２４５．７�

３５ オ ヤ シ オ 牡４鹿 ５６ 柴田 大知平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４８８－ ４１：１３．２
 ２３５．０�
２４ � ヴォトレメイヤー �４鹿 ５６ 中舘 英二加藤 誠氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. Jimmie

W. Lockhart Jr. ４７８－ ８１：１５．０大差 ４２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，１０３，１００円 複勝： ５９，９８４，１００円 枠連： ３１，７８８，３００円

馬連： １１５，１９４，０００円 馬単： ６３，５４５，６００円 ワイド： ４３，６８１，３００円

３連複： １２９，９５９，４００円 ３連単： ２１０，８４９，７００円 計： ６８９，１０５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � ２２０円 � ８８０円 � １４０円 枠 連（４－７） １，５００円

馬 連 �� １０，６３０円 馬 単 �� １８，８３０円

ワ イ ド �� ３，３８０円 �� ４１０円 �� １，４８０円

３ 連 複 ��� ８，２１０円 ３ 連 単 ��� ７９，７６０円

票 数

単勝票数 計 ３４１０３１ 的中 � ３５３１２（５番人気）
複勝票数 計 ５９９８４１ 的中 � ７０１６３（５番人気）� １２２９０（１０番人気）� １５８３８２（１番人気）
枠連票数 計 ３１７８８３ 的中 （４－７） １５６７９（６番人気）
馬連票数 計１１５１９４０ 的中 �� ８００５（２９番人気）
馬単票数 計 ６３５４５６ 的中 �� ２４９１（５７番人気）
ワイド票数 計 ４３６８１３ 的中 �� ２９６５（３５番人気）�� ２９３９７（４番人気）�� ６９５５（１６番人気）
３連複票数 計１２９９５９４ 的中 ��� １１６９１（２３番人気）
３連単票数 計２１０８４９７ 的中 ��� １９５１（２３２番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．７―１１．２―１２．０―１２．３―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．５―３３．７―４５．７―５８．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シセイオウジ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．３．７ 中山５着

２００７．３．３生 牡５栗 母 ブライアンズイブ 母母 シーヴィーナス １３戦４勝 賞金 ３５，９７０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 クロフォード号
※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 （２４中山１）第３日 第９競走 ��
��２，４００�

な り た

成 田 特 別
発走１４時１５分 （ダート・右）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
成田市長賞（１着）

賞 品
本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２８．８
２：２８．６

重

不良

７１３ ア イ ノ カ ゼ 牡７鹿 ５７ 柴田 大知丸岡 啓一氏 菊川 正達 新冠 ムラカミファーム ５０６± ０２：３７．５ １８．８�

８１６ オメガスカイツリー 牡４黒鹿５６ 横山 典弘原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４９０－ ２ 〃 アタマ １．８�
２３ パ ク サ 牡４鹿 ５６ 武士沢友治加藤 信之氏 鈴木 康弘 浦河 藤春 修二 ５５２＋ ６２：３８．３５ ４．９�
５１０ ゲルマンシチー 牡４青 ５６ 北村 宏司 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 幌村牧場 ４７２± ０ 〃 ハナ １１．５�
１１ ツクバコガネオー �４栗 ５６ 吉田 隼人荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５１８－ ４２：３８．７２	 １８．１�
４８ ニシノスローン 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信西山 茂行氏 宮本 博 むかわ 西山牧場 ４９８＋ ２ 〃 ハナ ６４．６�
４７ レットミーノー 牡４鹿 ５６ 福永 祐一石瀬 浩三氏 領家 政蔵 新冠 ムラカミファーム B４６８＋ ２２：３９．１２	 １４．５	
１２ シンボリローレンス �７黒鹿５７ 木幡 初広シンボリ牧場 宗像 義忠 門別 シンボリ牧場 ４９２± ０ 〃 アタマ １４０．７

５９ ジ ュ モ ー 牝６栗 ５５ 勝浦 正樹吉田 和美氏 栗田 徹 早来 ノーザンファーム ４６０－ ２２：３９．３１ ８７．５�
３６ ウォーターデューク 牡４鹿 ５６ 蛯名 正義山岡 正人氏 安田 隆行 新ひだか 乾 皆雄 ４４４－１６２：３９．５１	 １７．５�
６１２ トレジャーバトル 牡６栗 ５７ 吉田 豊青山 洋一氏 戸田 博文 日高 追分ファーム ４７６－ ６２：３９．６クビ １０．８
２４ セイカプレスト 牡６黒鹿５７ 石橋 脩久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 ４８０± ０２：３９．９１
 １４８．５�
３５ � アルファオリオン 牡９鹿 ５７ 田中 勝春�貴悦 小島 茂之 平取 赤石牧場 ４７０－ ２２：４０．２１
 ９０．４�
７１４ マイネルティンラン 牡４栗 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム B４５８＋１４２：４０．３	 ８１．４�
８１５ フジヤマワカムシャ 牡７黒鹿５７ 三浦 皇成藤本美也子氏 小崎 憲 静内 前田牧場 ４７６－ ４２：４０．６１
 ９９．２�
６１１� ミウラリチャード 牡８鹿 ５７ 大庭 和弥佐藤 明氏 柄崎 孝 新冠 前川 隆範 B５５６＋１４２：４１．１３ ４００．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４３，０７３，９００円 複勝： ６５，２４６，２００円 枠連： ３６，６７６，２００円

馬連： １５６，３０９，４００円 馬単： ９５，３８３，９００円 ワイド： ５５，０５７，１００円

３連複： １７０，１０８，６００円 ３連単： ３２５，８７８，５００円 計： ９４７，７３３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８８０円 複 勝 � ２６０円 � １２０円 � １５０円 枠 連（７－８） １，０８０円

馬 連 �� １，４１０円 馬 単 �� ４，６６０円

ワ イ ド �� ５７０円 �� ８６０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� １，７８０円 ３ 連 単 ��� １７，７９０円

票 数

単勝票数 計 ４３０７３９ 的中 � １８０６４（８番人気）
複勝票数 計 ６５２４６２ 的中 � ４３７５８（５番人気）� ２１２１０３（１番人気）� １１７９９６（２番人気）
枠連票数 計 ３６６７６２ 的中 （７－８） ２５１８２（５番人気）
馬連票数 計１５６３０９４ 的中 �� ８１９３２（５番人気）
馬単票数 計 ９５３８３９ 的中 �� １５１１９（１４番人気）
ワイド票数 計 ５５０５７１ 的中 �� ２１８９９（５番人気）�� １３７１５（１１番人気）�� ８２１１２（１番人気）
３連複票数 計１７０１０８６ 的中 ��� ７０９０４（４番人気）
３連単票数 計３２５８７８５ 的中 ��� １３５２２（４９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．４―２６．０―３９．６―５３．０―１：０７．３―１：２１．７―１：３５．２―１：４７．７―２：００．７―２：１３．２―２：２５．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→→�」 上り４F４９．８―３F３６．８
１
�
１２，１３，１６，８（７，１５）４（９，１４）２（３，１０）６，１１，１，５・（１２，１３）１６（８，１４，６）（７，１５，１０）４（９，３）（２，１１）（１，５）

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

勝馬の
紹 介

ア イ ノ カ ゼ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 Fit to Fight デビュー ２００８．１．１９ 小倉１１着

２００５．４．２０生 牡７鹿 母 ピアファイヤー 母母 ペリオジャー ３３戦３勝 賞金 ４５，４４４，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ギムレットアイ号

０００３４ １月９日 晴 良 （２４中山１）第３日 第１０競走 ��
��１，２００�サンライズステークス

発走１４時５０分 （芝・右・外）

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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

３６ ダノンフェアリー 牡４鹿 ５６ C．ルメール�ダノックス 角居 勝彦 安平 追分ファーム ５１８＋ ８１：０８．０ ３．３�
（仏）

１１ キングレオポルド 牡５鹿 ５７ 福永 祐一里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ５２０＋ ４１：０８．１� ２．７�
５１０ ミスクリアモン 牝６鹿 ５５ 吉田 豊平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４９０＋ ２ 〃 クビ １５．５�
３５ シルクウェッジ 牡５青鹿５７ 三浦 皇成有限会社シルク和田 正道 新冠 ムラカミファーム ４９４＋２２ 〃 ハナ １６．５�
６１２ デリキットピース 牝６黒鹿５５ 北村 宏司 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４４２± ０１：０８．３１� １７．８�
２４ ダノンブライアン 	８鹿 ５７ 蛯名 正義�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５０４＋ ２１：０８．５１� ３７．６	
５９ インプレスウィナー 牡５青 ５７ 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 ４５２＋ ２ 〃 クビ １１．４

６１１ サ リ エ ル 牝５鹿 ５５ 丸山 元気前田 幸治氏 松永 幹夫 日高 シンコーファーム ４８６＋ ６１：０８．６クビ ４０．２�
８１６ アイアムマリリン 牝６青鹿５５ 横山 典弘堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４９６＋１２ 〃 アタマ １３．１�
４８ 
 アラマサローズ 牝６鹿 ５５ 勝浦 正樹�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４６０＋ ６ 〃 アタマ １９．１
７１４ プリンセスメモリー 牝５鹿 ５５ 柴田 善臣海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム ４１４＋ ６１：０８．７クビ １０．５�
４７ ゲットフルマークス 	６鹿 ５７ 西田雄一郎�ジェイアール 戸田 博文 浦河 梅田牧場 ４７８－ ６１：０８．８� ３１２．７�
１２ ストロングポイント 牡６芦 ５７ 丸田 恭介畑佐 博氏 坂本 勝美 浦河 富田牧場 B４７８＋ ８１：０８．９� １４２．０�
８１５ クリールバレット 牡８鹿 ５７ 黛 弘人横山 修二氏 稲葉 隆一 三石 城地 清満 ４７８＋ ８１：０９．１１� ４４０．９�
２３ 
 トップオブピーコイ 牡６青鹿５７ 武 豊横瀬 寛子氏 森 秀行 浦河 冨岡 博一 ４８４＋ ６ 〃 クビ ５９．０�
７１３ レイクエルフ 牡７黒鹿５７ 柴田 大知�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム ４６２＋ ４１：０９．２� １８３．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５８，１２４，８００円 複勝： ７８，７８７，８００円 枠連： ４６，５８８，０００円

馬連： ２０２，６７８，０００円 馬単： １１０，５２３，７００円 ワイド： ６６，３７５，１００円

３連複： ２２２，３８１，７００円 ３連単： ４２３，５８１，０００円 計： １，２０９，０４０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １５０円 � １４０円 � ２７０円 枠 連（１－３） ４１０円

馬 連 �� ４７０円 馬 単 �� ９８０円

ワ イ ド �� ２３０円 �� ８１０円 �� ７２０円

３ 連 複 ��� ２，０４０円 ３ 連 単 ��� ６，８００円

票 数

単勝票数 計 ５８１２４８ 的中 � １４０４４４（２番人気）
複勝票数 計 ７８７８７８ 的中 � １４９５５７（２番人気）� １８５２８０（１番人気）� ５８１３１（４番人気）
枠連票数 計 ４６５８８０ 的中 （１－３） ８５６６２（１番人気）
馬連票数 計２０２６７８０ 的中 �� ３２１７３１（１番人気）
馬単票数 計１１０５２３７ 的中 �� ８３９１０（２番人気）
ワイド票数 計 ６６３７５１ 的中 �� ８６６４５（１番人気）�� １７９９６（９番人気）�� ２０６２１（４番人気）
３連複票数 計２２２３８１７ 的中 ��� ８０５５６（２番人気）
３連単票数 計４２３５８１０ 的中 ��� ４６０２１（５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１０．８―１１．２―１１．２―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―３３．６―４４．８―５６．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．２―３F３４．４
３ １０，６（５，１４）４（１，８）９（２，１６）（１２，１３）（３，１１）（７，１５） ４ １０，６（５，１４）（１，４，８）９，２（１６，１２）（３，１３）（７，１１）１５
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンフェアリー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Southern Halo デビュー ２０１０．１０．１０ 京都４着

２００８．２．４生 牡４鹿 母 サザンフェアリー 母母 Fairy Dancer ９戦４勝 賞金 ４８，０３４，０００円
※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 ドリームピーチ号・ヤサカシャイニー号・ロードバロック号
※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。



０００３５ １月９日 晴 良 （２４中山１）第３日 第１１競走 ��
��１，６００�第２８回フェアリーステークス（ＧⅢ）

発走１５時２５分 （芝・右・外）
牝，３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金
２，０００万円以上の馬１�増，�：馬齢重量，重賞競走１着馬１�増

賞 品
本 賞 ３４，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，５００，０００円 ５，１００，０００円 ３，４００，０００円
付 加 賞 ６１６，０００円 １７６，０００円 ８８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．４

良

良

４８ トーセンベニザクラ 牝３黒鹿５４ 津村 明秀島川 �哉氏 柴崎 勇 日高 有限会社 エ
スティファーム ４４２± ０１：３５．５ ７．１�

３５ マイネエポナ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 斎藤 誠 日高 シンコーファーム ４３４＋ ２ 〃 クビ ８７．８�

２４ ダイワミストレス 牝３黒鹿５４ 北村 宏司大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム ４７４－ ２ 〃 ハナ ７．４�
７１３ オメガハートランド 牝３鹿 ５４ 福永 祐一原 �子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４１８＋ ４ 〃 ハナ ４．３�
８１６ チェリーメドゥーサ 牝３青鹿５４ 田辺 裕信櫻井 悦朗氏 小西 一男 新ひだか 中田 浩美 ４３２－ ４１：３５．６	 １６．１�
６１１ ラシンティランテ 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介 	サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４４０－ ６ 〃 クビ ７．５

４７ アイスフォーリス 牝３芦 ５４ 石橋 脩 	サンデーレーシング 相沢 郁 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４６０－ ６１：３５．７クビ １６．１�
８１５ シャンボールフィズ 牝３鹿 ５４ C．ルメール 	社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４２０± ０ 〃 クビ ７．２�

（仏）

１１ ターフデライト 牝３青 ５４ 武 豊須野牧場 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４８２＋ ４１：３５．８クビ １６．６�
３６ メイブリーズ 牝３芦 ５４ 柴田 善臣千明牧場 鈴木 伸尋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６８－ ２ 〃 クビ ３３．２�
５１０ フライングバルーン 牝３栗 ５４ 蛯名 正義吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４３６－ ２１：３５．９クビ ３４．９�
１２ ラミアプリマベーラ 牝３栗 ５４ 丹内 祐次岡田 壮史氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド ４３６－１０ 〃 クビ ２１６．２�
６１２ ルネッタアスール 牝３鹿 ５４ 宮崎 北斗青木 照吉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム ４５２－ ２１：３６．０
 ４１．４�
２３ ニ ケ 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 ４６６＋ ４１：３６．５３ ６５．７�
７１４ サルバドールピアス 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介則武 輝一氏 伊藤 大士 日高 松平牧場 ４３０＋ ２１：３６．６クビ ３３３．１�
５９ パストフォリア 牝３鹿 ５４ 横山 典弘 	サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４６８＋ ４１：３７．１３ ５．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５２，７６２，１００円 複勝： ２２９，５９３，４００円 枠連： １５７，９３９，８００円

馬連： ７５８，２６５，５００円 馬単： ３８２，４８５，２００円 ワイド： ２２０，２６４，０００円

３連複： ９７９，２４３，７００円 ３連単： １，７７０，１７２，３００円 計： ４，６５０，７２６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２６０円 � １，８８０円 � ３００円 枠 連（３－４） ５，３９０円

馬 連 �� ３３，１２０円 馬 単 �� ５２，４８０円

ワ イ ド �� ７，２００円 �� ９２０円 �� ７，１６０円

３ 連 複 ��� ６１，６６０円 ３ 連 単 ��� ５０９，７２０円

票 数

単勝票数 計１５２７６２１ 的中 � １７１３２３（３番人気）
複勝票数 計２２９５９３４ 的中 � ２７０７２７（３番人気）� ２６４２１（１４番人気）� ２１４６８７（５番人気）
枠連票数 計１５７９３９８ 的中 （３－４） ２１６４０（２４番人気）
馬連票数 計７５８２６５５ 的中 �� １６８９９（７３番人気）
馬単票数 計３８２４８５２ 的中 �� ５３７９（１２１番人気）
ワイド票数 計２２０２６４０ 的中 �� ７３４５（７１番人気）�� ６２３４６（８番人気）�� ７３８７（７０番人気）
３連複票数 計９７９２４３７ 的中 ��� １１７２２（１７０番人気）
３連単票数 計１７７０１７２３ 的中 ��� ２５６３（１１４１番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．７―１１．７―１２．１―１２．５―１２．２―１１．５―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２４．０―３５．７―４７．８―１：００．３―１：１２．５―１：２４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．７―３F３５．２

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

勝馬の
紹 介

トーセンベニザクラ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２０１１．７．３ 中山６着

２００９．３．７生 牝３黒鹿 母 トーセンブリリアン 母母 パ ル セ イ ト ８戦３勝 賞金 ５４，０３６，０００円
〔発走状況〕 パストフォリア号は，発進不良〔あおる〕。
※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 タガノキャンドル号・ドリームバラード号・パララサルー号
※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。

０００３６ １月９日 晴 良 （２４中山１）第３日 第１２競走 ��
��２，０００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時００分 （芝・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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５８．２
１：５６．１

良

良

６１０ ドリームバスケット 牡５栗 ５７ 柴田 善臣セゾンレースホース� 阿部 新生 日高 荒井ファーム ４５４－ ２２：００．８ ４．１�

５８ モ ビ ー ル 牡４鹿 ５６ 田中 勝春吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４６４－ ２ 〃 クビ ８．９�
４６ トーセンドンファン 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲横山 和生島川 �哉氏 清水 利章 浦河 バンブー牧場 ４７６＋ ４２：００．９クビ ６１．１�
４７ ラ ロ メ リ ア 牡４鹿 ５６ 田辺 裕信 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４３２－ ４ 〃 アタマ ３．１�
２２ レッドシュナイト 牡４栗 ５６ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム ４９２＋ ６２：０１．３２� ７．１	
３４ ジョウノアラミス 牡４鹿 ５６ C．ルメール 小川 義勝氏 牧浦 充徳 日高 三城牧場 ５１２＋１６ 〃 ハナ １４．４


（仏）

８１４ エーブフウジン 牡４栗 ５６ 蛯名 正義 �レーシングホース
ジャパン 清水 利章 新ひだか ダイイチ牧場 ４７６＋２２ 〃 アタマ ５２．２�

７１２� トーセンインディ 牝４芦 ５４ 柴山 雄一島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ
スティファーム ４３６＋ ８２：０１．４	 １２．８�

７１３ ダ ー リ ブ 牝４栗 ５４ 嘉藤 貴行北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飛野牧場 ４６２＋２２２：０１．５クビ １０５．４
１１ ショウナンカライス 牡４鹿 ５６ 勝浦 正樹国本 哲秀氏 本間 忍 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１６± ０２：０１．６	 ３１．０�
２３ ソールデスタン 牡５鹿 ５７ 黛 弘人�前川企画 奥平 雅士 浦河 鎌田 正嗣 B４６８＋ ４ 〃 クビ １４．９�
８１５ トモロマイスター 牡５黒鹿５７ 武士沢友治戸賀 智子氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４７２＋２８２：０１．９１	 ５２．２�
３５ シルキーフェスタ 牝５栗 ５５ 村田 一誠有限会社シルク大和田 成 新冠 須崎牧場 ４４６± ０２：０２．１１� １５９．４�
５９ ネ グ レ ス コ 牡４黒鹿５６ 福永 祐一吉田 和美氏 堀 宣行 新冠 アサヒ牧場 ４６０＋ ２２：０２．５２� １１．２�
６１１ トウカイソニック 牡６黒鹿５７ 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 B５１２＋２６２：０３．０３ ４０．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ５３，９６４，５００円 複勝： ７７，５９４，２００円 枠連： ５１，９１６，９００円

馬連： １８６，６５３，８００円 馬単： ９９，３４３，８００円 ワイド： ６４，５５３，１００円

３連複： ２１９，８５１，９００円 ３連単： ４１４，２３３，５００円 計： １，１６８，１１１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １８０円 � ３４０円 � １，０３０円 枠 連（５－６） １，０９０円

馬 連 �� ２，１４０円 馬 単 �� ４，１５０円

ワ イ ド �� ８５０円 �� ２，９００円 �� ６，０７０円

３ 連 複 ��� ３６，９３０円 ３ 連 単 ��� １６６，３３０円

票 数

単勝票数 計 ５３９６４５ 的中 � １０５５０４（２番人気）
複勝票数 計 ７７５９４２ 的中 � １４９７７１（２番人気）� ５８０１２（４番人気）� １５５８９（１２番人気）
枠連票数 計 ５１９１６９ 的中 （５－６） ３５４１６（５番人気）
馬連票数 計１８６６５３８ 的中 �� ６４３９８（９番人気）
馬単票数 計 ９９３４３８ 的中 �� １７６７１（１５番人気）
ワイド票数 計 ６４５５３１ 的中 �� １９６５７（７番人気）�� ５３９０（３６番人気）�� ２５３８（６１番人気）
３連複票数 計２１９８５１９ 的中 ��� ４３９４（１１７番人気）
３連単票数 計４１４２３３５ 的中 ��� １８３８（４９５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．９―３６．７―４８．８―１：０１．３―１：１３．５―１：２５．８―１：３７．６―１：４９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．３―３F３５．０
１
３
６，８（１，１０）（７，１４）（２，４，９）１５，１３，５（１１，１２）－３
６，８（１，１０）（７，１４）－（２，４，９）（１５，１２）１３（１１，３）５

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ドリームバスケット �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Night Shift デビュー ２００９．８．３０ 新潟３着

２００７．５．２２生 牡５栗 母 ピクニックムード 母母 Dinner Out ２１戦３勝 賞金 ５１，４０２，０００円
※出走取消馬 ヤマニンソルファ号（疾病〔右前挫跖〕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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 ウエスタンディオ号・エメラルターボ号・ダッシュアキチャン号・メジロコウミョウ号
※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。



（２４中山１）第３日 １月９日 （祝日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８７頭 本 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

２３４，４４０，０００円
８，４２０，０００円
１，９５０，０００円
２１，１００，０００円
６５，６６６，５００円
５，８０８，８００円
１，７９５，２００円

勝馬投票券売得金
５１４，６８２，１００円
７９２，６８５，６００円
４７１，７２９，８００円
１，８８４，２３２，０００円
１，０６９，１５２，６００円
６４７，９１９，３００円
２，２８１，６６４，９００円
４，１２４，２０８，３００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 １１，７８６，２７４，６００円

総入場人員 ２７，０５６名 （有料入場人員 ２４，２５５名）


