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０００４９ １月１５日 晴 良 （２４中山１）第５日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時００分 （ダート・右）

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

８１５ ディアワイズマン 牡３鹿 ５６ 吉田 豊ディアレスト 高橋 裕 新冠 長浜牧場 B５００± ０１：１３．２ ７．７�

１２ ダノンエレガント 牝３鹿 ５４ 北村 宏司�ダノックス 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ４４６－ ４１：１３．４１� ６．５�
７１４ デルマダイコク 牡３栗 ５６ 木幡 初広浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム ５０２－ ６ 〃 アタマ ２．８�
３６ カイザーセブン 牡３栗 ５６ 蛯名 正義三宅 正義氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４４６＋ ２１：１３．７１� ２１．４�
４７ イーグルタイム 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝安原 浩司氏 清水 久詞 浦河 近藤牧場 ４６０－ ６１：１３．８� ５．６�
２３ ツクバリューオー 牡３芦 ５６ 柴田 善臣荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 片山牧場 ５１４＋ ４１：１４．０� ４．５�
６１２ スペランツァーレ 牝３栗 ５４ 三浦 皇成魚住 啓市氏 田島 俊明 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４３４± ０１：１４．２１� ５８．４	
８１６ ヴィグラスファイン 牡３栗 ５６ 武士沢友治井山 登氏 矢野 英一 新ひだか ヒサイファーム ４８６－ ２ 〃 ハナ ２８．５

４８ トウショウラダー 牡３鹿 ５６ 的場 勇人トウショウ産業� 奥平 雅士 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４３２－ ２１：１４．３クビ ２９３．５�
５９ カシノモンスター 牡３鹿 ５６ 小林 淳一柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 日東牧場 ４８４＋ ４１：１４．５１� ３１０．７�
１１ アルテバンダム 牡３黒鹿５６ 丸山 元気山科 統氏 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 B４７４－ ４１：１４．６クビ ８３．４
５１０ クレイジータイガー 牝３青 ５４

５１ ▲嶋田 純次田頭 勇貴氏 和田正一郎 新ひだか 中村 和夫 ４４０－１０１：１４．８１� ４１．５�
７１３ ジョイフルワールド 牡３栗 ５６ 田辺 裕信前田 幸治氏 武藤 善則 新ひだか 佐竹 学 ４４２＋１２１：１５．２２� １５．１�
６１１ ディーエスデュラン 牡３鹿 ５６ 石橋 脩秋谷 壽之氏 柴田 政人 新冠 川上牧場 ４６４＋ ６１：１５．５１� ２４６．７�
３５ リ ト ル モ ア 牡３黒鹿５６ 津村 明秀平本 敏夫氏 小野 次郎 新ひだか 須甲牧場 ４６４＋ ６１：１６．１３� １２４．８�

（１５頭）
２４ ヴ ァ ッ プ 牝３黒鹿５４ 柴田 大知�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １９，４３６，４００円 複勝： ３９，３５８，３００円 枠連： １４，８４６，０００円

馬連： ６２，０９８，０００円 馬単： ３９，０１３，１００円 ワイド： ２５，１２０，２００円

３連複： ７９，３０７，７００円 ３連単： １１５，４７２，６００円 計： ３９４，６５２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � １６０円 � １７０円 � １３０円 枠 連（１－８） １，５００円

馬 連 �� １，８６０円 馬 単 �� ３，７５０円

ワ イ ド �� ５４０円 �� ３２０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� １，３００円 ３ 連 単 ��� １１，２５０円

票 数

単勝票数 差引計 １９４３６４（返還計 ９７） 的中 � ２０１３８（５番人気）
複勝票数 差引計 ３９３５８３（返還計 ２５３） 的中 � ５８６３２（２番人気）� ５４５２０（４番人気）� １０１９２１（１番人気）
枠連票数 差引計 １４８４６０（返還計 ２７） 的中 （１－８） ７３３５（７番人気）
馬連票数 差引計 ６２０９８０（返還計 １１２７） 的中 �� ２４６６０（８番人気）
馬単票数 差引計 ３９０１３１（返還計 ８５２） 的中 �� ７６９６（１８番人気）
ワイド票数 差引計 ２５１２０２（返還計 ８４９） 的中 �� １０６９５（６番人気）�� ２０１８０（２番人気）�� ２１０９３（１番人気）
３連複票数 差引計 ７９３０７７（返還計 ３６０６） 的中 ��� ４５１７９（１番人気）
３連単票数 差引計１１５４７２６（返還計 ５１７７） 的中 ��� ７５８１（３０番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．８―１２．５―１２．７―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．０―３４．８―４７．３―１：００．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディアワイズマン �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２０１１．６．２６ 中山９着

２００９．３．２８生 牡３鹿 母 オードトワレ 母母 マ キ ー ナ ８戦１勝 賞金 ７，７５０，０００円
〔出走取消〕 ヴァップ号は，疾病〔感冒〕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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 トシザグレイト号・トライスター号・トーアライチョウ号・マンガンヒカル号

０００５０ １月１５日 晴 良 （２４中山１）第５日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

７１２ サウスパシフィック 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 ５０４－ ６１：５６．９ １．８�

４６ コパノウィリアム 牡３鹿 ５６ 田中 勝春小林 祥晃氏 尾形 充弘 新ひだか 服部 牧場 ４６４－１０１：５７．５３� ９．６�
５８ ツクババンドーオー 牡３鹿 ５６ 武士沢友治荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 ４７４± ０１：５７．６� ４．６�
６１１ ブリガンディン 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム ５０８－ ４１：５７．９１� ８．７�
７１３ ハヤブサフィーバー 牡３栗 ５６ 北村 宏司武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４８６＋ ８１：５８．０� ６２．９�
３５ ヘアーオブザドッグ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣佐々木 勇氏 鈴木 康弘 浦河 鎌田 正嗣 ４９８－１０ 〃 アタマ １１．９�
３４ マイネオリヴィア 牝３黒鹿５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム ４５６＋ ４１：５８．４２� ５９．４	
２３ イニシエノウタ 牝３鹿 ５４ 丸山 元気星野 祐介氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 ４４８－ ４ 〃 ハナ １０２．６

８１５ レジェンドスズラン 牡３栗 ５６ 津村 明秀鈴木 修平氏 鈴木 伸尋 新ひだか 荒谷 英俊 ５１６＋ ４１：５８．５クビ ８０．６�
１１ イルポスティーノ 牡３栗 ５６ 北村 友一 �サンデーレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム ５１２＋ ４１：５８．９２� ７７．１
６１０ ダ グ ダ 牡３鹿 ５６

５３ ▲高嶋 活士楠本 勝美氏 菅原 泰夫 新ひだか 原口フアーム ４１４－ ６１：５９．２２ ３６０．２�
４７ ロバートオブレッド 牡３栗 ５６ 石橋 脩�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 ４５６± ０１：５９．６２� ２７．２�
２２ エフティヤマト 牡３青 ５６ 木幡 初広吉野 英子氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 ４６６± ０１：５９．８１� １７９．０�
５９ ル ナ 牡３芦 ５６ 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 田中スタッド B４６６－ ４１：５９．９� ２０．４�
８１４ レスタースクエア 牡３栗 ５６ 大庭 和弥前田 幸治氏 田中 剛 日高 新井 昭二 ５０６－１０２：０２．１大差 ２２５．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，５７０，９００円 複勝： ３８，９１７，５００円 枠連： １６，２８８，３００円

馬連： ５６，１１１，６００円 馬単： ４４，２６４，３００円 ワイド： ２４，５７９，２００円

３連複： ７３，３４３，２００円 ３連単： １３２，５３２，７００円 計： ４０７，６０７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � １３０円 枠 連（４－７） ４６０円

馬 連 �� ６１０円 馬 単 �� ７８０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� １９０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ６４０円 ３ 連 単 ��� ２，１４０円

票 数

単勝票数 計 ２１５７０９ 的中 � ９７９０５（１番人気）
複勝票数 計 ３８９１７５ 的中 � １４８７５７（１番人気）� ４４９３９（３番人気）� ７６７５４（２番人気）
枠連票数 計 １６２８８３ 的中 （４－７） ２６３１２（２番人気）
馬連票数 計 ５６１１１６ 的中 �� ６８９９２（２番人気）
馬単票数 計 ４４２６４３ 的中 �� ４２０３０（２番人気）
ワイド票数 計 ２４５７９２ 的中 �� ２４７０６（２番人気）�� ３８４４０（１番人気）�� １２８３８（５番人気）
３連複票数 計 ７３３４３２ 的中 ��� ８４９９８（１番人気）
３連単票数 計１３２５３２７ 的中 ��� ４５７４８（２番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．９―１２．９―１３．８―１３．５―１３．３―１２．９―１２．７―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．７―３７．６―５１．４―１：０４．９―１：１８．２―１：３１．１―１：４３．８

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

サウスパシフィック �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 カコイーシーズ デビュー ２０１１．９．１８ 中山５着

２００９．４．５生 牡３鹿 母 フィジーガール 母母 ツ バ キ ヒ メ ５戦１勝 賞金 ８，４５０，０００円
〔発走状況〕 イルポスティーノ号・ツクババンドーオー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ツクババンドーオー号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レスタースクエア号は，平成２４年２月１５日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 セイカエスペランサ号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 チアフルウェルカム号

第１回　中山競馬　第５日



０００５１ １月１５日 晴 良 （２４中山１）第５日 第３競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時００分 （ダート・右）

牝，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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

７１３ カ ヒ リ 牝３鹿 ５４
５１ ▲嶋田 純次桑畑 �信氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム ４３０ ―１：１３．７ ４．４�

（リュウシンアリソン）

５９ スガノパフィオ 牝３芦 ５４ 横山 典弘�テシオ 矢野 英一 日高 モリナガファーム ４５６ ― 〃 クビ ４．３�
１２ エレガントタイム 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝西城 公雄氏 宗像 義忠 新冠 川上牧場 ４１８ ―１：１４．１２� ３２．０�
３６ ミッドナイトリバー 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義小林 薫氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド ４２４ ― 〃 ハナ ８．２�
２４ フレンチナデシコ 牝３鹿 ５４ 北村 友一古川 智洋氏 小笠 倫弘 浦河 丸村村下

ファーム ４２０ ―１：１４．４２ １５．２�
７１４ チンタジャティー 牝３鹿 ５４ 岩部 純二加藤 信之氏 萱野 浩二 新ひだか 中村 和夫 ４３６ ―１：１４．８２� ２９．８	
３５ プリンセスカナ 牝３栗 ５４ 丸山 元気吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム ４８２ ―１：１５．２２� ３．０

５１０ エ ビ ス リ ラ 牝３鹿 ５４ C．ルメール 加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 ４４２ ―１：１５．７３ ６．６�

（仏）

２３ スマイルキャッチャ 牝３黒鹿５４ 鈴来 直人 �フジワラ・ファーム 小野 次郎 新ひだか フジワラフアーム ４４４ ―１：１５．８� １４３．３�
４７ レディーピース 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太小林 博雄氏 伊藤 正徳 新冠 岩見牧場 ４４２ ―１：１６．２２� １１２．５
６１１ ジャングルヤマト 牝３鹿 ５４ 武士沢友治小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 ４２２ ― 〃 クビ １６４．１�
６１２ プライムワンダー 牝３栗 ５４ 北村 宏司伊東 純一氏 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 ４５６ ―１：１６．５２ ８６．７�
８１６ ミスウィスコンシン 牝３黒鹿５４ 石橋 脩阿部 紀子氏 伊藤 伸一 浦河 大道牧場 ３８８ ―１：１６．７１� １０６．４�
１１ ドキドキガール 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥藤井 謙氏 小西 一男 浦河 日東牧場 ５０４ ―１：１６．９１� １１０．７�
８１５ カミノフルハウス 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信村上 正喜氏 松永 康利 青森 ワールドファーム ４０４ ―１：１８．２８ １３４．３�

（１５頭）
４８ ラヴィーズバード 牝３鹿 ５４ 田中 勝春藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 ４４２ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： １６，５４６，７００円 複勝： ２５，１４２，７００円 枠連： １９，００１，８００円

馬連： ４８，６４９，３００円 馬単： ３３，１０３，４００円 ワイド： １８，４１９，５００円

３連複： ５３，３９３，８００円 ３連単： ８３，２４８，８００円 計： ２９７，５０６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １８０円 � １９０円 � ６９０円 枠 連（５－７） ６２０円

馬 連 �� ９９０円 馬 単 �� １，９５０円

ワ イ ド �� ３７０円 �� １，８２０円 �� １，７００円

３ 連 複 ��� ９，１５０円 ３ 連 単 ��� ３７，０４０円

票 数

単勝票数 差引計 １６５４６７（返還計 ４７６６） 的中 � ２９９１３（３番人気）
複勝票数 差引計 ２５１４２７（返還計 ９１５２） 的中 � ４２７０４（２番人気）� ４１０５６（３番人気）� ７１７０（８番人気）
枠連票数 差引計 １９００１８（返還計 ２４２） 的中 （５－７） ２２８７８（３番人気）
馬連票数 差引計 ４８６４９３（返還計 ３１３４４） 的中 �� ３６５１０（３番人気）
馬単票数 差引計 ３３１０３４（返還計 ２１０５８） 的中 �� １２５７１（８番人気）
ワイド票数 差引計 １８４１９５（返還計 １５３５２） 的中 �� １４０９８（３番人気）�� ２３３９（２１番人気）�� ２５０９（２０番人気）
３連複票数 差引計 ５３３９３８（返還計 ６４７６１） 的中 ��� ４３０９（２９番人気）
３連単票数 差引計 ８３２４８８（返還計 ９３８６２） 的中 ��� １６５９（１０６番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１２．１―１３．２―１２．７―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．９―３５．０―４８．２―１：００．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ ヒ リ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００９．５．５生 牝３鹿 母 エイグレット 母母 ノーザンプリンセス １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔騎手変更〕 カミノフルハウス号の騎手勝浦正樹は，第１回小倉競馬第１日での負傷のため田辺裕信に変更。
〔競走除外〕 ラヴィーズバード号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻３分遅延。
〔制裁〕 ミッドナイトリバー号の騎手蛯名正義は，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。（２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１９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１９頭 ウォーショースキー号・エイダイクリス号・エムケープリンセス号・カフヴァール号・カンタベリーママ号・

グリーンプラス号・サマースノー号・シーキングザルビー号・ターフアクトレス号・ディアカメリア号・
ヒカルハナミズキ号・ビジャリカ号・ピーナツ号・フジドリーム号・ベアータ号・マスタープラネッツ号・
メイクイーン号・リスキートウショウ号・リネンテイク号

※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。

０００５２ １月１５日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２４中山１）第５日 第４競走 ��２，８８０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時３０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

４５ クリスタルウイング 牡７鹿 ６０ 五十嵐雄祐山本 英俊氏 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ５１８＋ ８３：１３．８ １．５�

７１１� ホーカーシーホーク 牡６黒鹿６０ 金子 光希石川 幸司氏 保田 一隆 新ひだか 曾我 博 ４６８＋ ２３：１３．９� ７．８�
６９ スーパーティチャー 牝５鹿 ５８ 穂苅 寿彦福島 実氏 嶋田 功 日高 三輪 幸子 ４９２＋ ８３：１５．０７ ６．３�
３３ トレノユーボウ �５黒鹿６０ 横山 義行廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ５１２－ ４３：１６．３８ １１．０�
７１２� ホウザンドラゴン �６青鹿６０ 山本 康志加藤 豊三氏 菊沢 隆徳 むかわ 清水ファーム ５０２＋１６３：１６．４クビ ２４５．１�
１１ メジロアマギ 牝４栗 ５７ 蓑島 靖典岩� 伸道氏 尾関 知人 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４６６＋ ６３：１６．６１� ２２５．７�
２２ タイキデイブレイク �５鹿 ６０ 高野 和馬�大樹ファーム 戸田 博文 新冠 パカパカ

ファーム ４７６＋ ４３：１６．９２ １０．５	
８１４� ワンダーキング 牡６鹿 ６０ 大庭 和弥山本 信行氏 阿部 新生 浦河 出口 宜己 ４９４＋１６３：１７．６４ １３９．９

５８ フォレストリーダー 牡４栗 ５９ 石神 深一小野 博郷氏 浅野洋一郎 新冠 赤石 久夫 B４８８± ０ 〃 クビ ６０．９�
５７ オウエイロブロイ 牡４芦 ５９ 大江原 圭大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム ４７８＋ ４３：１７．７クビ ４６．９�
６１０ ノーワンエルス 牡５芦 ６０ 柴田 大知 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム ５１８＋ ４３：１９．１９ ２２．９
３４ メジロテンニョ 牝４鹿 ５７ 池崎 祐介岩� 伸道氏 菅原 泰夫 洞爺湖 メジロ牧場 ４９２－ ２３：２０．７１０ ２３０．３�
８１３ テイエムバカラ 牡４鹿 ５９ 鈴木 慶太竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 ５２０＋２０３：２０．８� １６５．７�
４６ インテグラルヘッド 牡５栗 ６０ 平沢 健治 �サンデーレーシング 的場 均 安平 追分ファーム B５２６＋３２３：２２．５大差 １１０．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，３２３，７００円 複勝： ４１，３９１，７００円 枠連： １３，９７６，３００円

馬連： ３９，８１６，５００円 馬単： ４０，２４８，４００円 ワイド： １８，８０３，５００円

３連複： ５６，３８３，４００円 ３連単： １３２，０８０，７００円 計： ３６０，０２４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � １４０円 枠 連（４－７） ５４０円

馬 連 �� ４９０円 馬 単 �� ６００円

ワ イ ド �� ２１０円 �� ２００円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� ５８０円 ３ 連 単 ��� １，５２０円

票 数

単勝票数 計 １７３２３７ 的中 � ９２２７６（１番人気）
複勝票数 計 ４１３９１７ 的中 � ２４３６７０（１番人気）� ４０４７０（３番人気）� ４２９３８（２番人気）
枠連票数 計 １３９７６３ 的中 （４－７） １９１８２（３番人気）
馬連票数 計 ３９８１６５ 的中 �� ６０２４２（２番人気）
馬単票数 計 ４０２４８４ 的中 �� ４９９４３（２番人気）
ワイド票数 計 １８８０３５ 的中 �� ２３１０６（２番人気）�� ２６８８７（１番人気）�� １０３０７（６番人気）
３連複票数 計 ５６３８３４ 的中 ��� ７２３７６（１番人気）
３連単票数 計１３２０８０７ 的中 ��� ６４１６４（３番人気）

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

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

クリスタルウイング �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 Nureyev デビュー ２００８．２．１７ 東京５着

２００５．３．１８生 牡７鹿 母 フェアリードール 母母 Dream Deal 障害：５戦１勝 賞金 １３，５００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時３５分に変更。
〔制裁〕 ワンダーキング号の騎手大庭和弥は，２周目３コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（９番への進路影響）
〔その他〕 ノーワンエルス号は，各障害を外側に斜飛したことについて障害調教注意。



０００５３ １月１５日 晴 良 （２４中山１）第５日 第５競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０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

１：５８．２
１：５６．１

良

良

８１５ クロスカップリング 牡３青鹿５６ 蛯名 正義諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム ４６４± ０２：０３．４ ９．５�

７１４� コスモグランデール 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 国枝 栄 米
Flaxman Holdings
Limited, EDY SRL
and GEM SRL

４７２＋ ２２：０３．６１� ２．６�
４８ トウカイクオーレ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 岡部牧場 ４５４－ ８ 〃 クビ ８．１�
６１１ イブニングスカイ 牝３栗 ５４ C．ルメール 吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４２０－ ８２：０４．１３ ４．９�

（仏）

６１２� アメリカンダイナー 牡３鹿 ５６ 北村 友一吉澤 克己氏 相沢 郁 米
Tony Holmes, Wal-
ter Zent & Win-
Star Farm LLC

４７８± ０ 〃 アタマ ４．６�
３６ ラトマティーナ 牝３芦 ５４

５１ ▲平野 優 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４５４－ ６２：０４．７３� ６７．３�
５９ ニシノトモヤ 牡３栗 ５６

５３ ▲嶋田 純次西山 茂行氏 手塚 貴久 日高 西山牧場 ４６８－ ２２：０４．９１� ４１．２	
１２ カワキタバルク 牡３青鹿５６ 小林 淳一川島 吉男氏 大和田 成 日高 細川牧場 ４６６＋ ８ 〃 クビ ３１１．０

３５ マジックポスト 牡３青鹿５６ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 新ひだか 福岡 清 ４５０＋１４２：０５．０クビ ５９．２�
２３ マリーアルーア 牝３栗 ５４ 北村 宏司伊達 敏明氏 上原 博之 日高 サンシャイン

牧場 ４７２＋ ２２：０５．１	 ７９．０�
４７ ジャンプアウト 牡３鹿 ５６ 武士沢友治松本夫佐子氏 古賀 史生 新ひだか 鳥井牧場 ４９６＋ ８２：０５．３１ ９５．５
１１ シザーハンズ 牡３鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太山上 和良氏 和田 正道 新冠 北星村田牧場 ４５４＋ ６ 〃 クビ ３００．７�
２４ ベルウッドワンキー 牡３青鹿５６ 三浦 皇成鈴木 照雄氏 本間 忍 新ひだか 坂本 春信 ４７４－ ２２：０５．７２� １７．５�
８１６ ポジショントーク 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７４± ０２：０５．９１� ２５．９�
７１３ バトルキトリ 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝宮川 秋信氏 牧 光二 新ひだか 前田牧場 ４４２＋１２２：０６．０クビ ２３．８�
５１０ プレシャスウィン 牡３栗 ５６ 丸山 元気上野 直樹氏 伊藤 大士 日高 オリオンファーム ４２６± ０２：０６．５３ ２４１．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，０８１，９００円 複勝： ４１，２１４，９００円 枠連： ２４，３２８，８００円

馬連： ６９，８４７，１００円 馬単： ４８，１８９，３００円 ワイド： ３０，２４１，８００円

３連複： ９０，１８５，５００円 ３連単： １４７，３４３，５００円 計： ４７４，４３２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９５０円 複 勝 � ２００円 � １３０円 � ２１０円 枠 連（７－８） ６６０円

馬 連 �� １，０８０円 馬 単 �� ２，９６０円

ワ イ ド �� ４１０円 �� ７１０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ２，１４０円 ３ 連 単 ��� １４，８２０円

票 数

単勝票数 計 ２３０８１９ 的中 � １９２５２（５番人気）
複勝票数 計 ４１２１４９ 的中 � ４９００４（４番人気）� １１０５４７（１番人気）� ４３１４７（５番人気）
枠連票数 計 ２４３２８８ 的中 （７－８） ２７３３６（２番人気）
馬連票数 計 ６９８４７１ 的中 �� ４８１７０（４番人気）
馬単票数 計 ４８１８９３ 的中 �� １２０５５（１１番人気）
ワイド票数 計 ３０２４１８ 的中 �� １８９７５（３番人気）�� １００７１（９番人気）�� １５５８０（４番人気）
３連複票数 計 ９０１８５５ 的中 ��� ３１１９２（６番人気）
３連単票数 計１４７３４３５ 的中 ��� ７３４２（３５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．５―３６．１―４８．９―１：０２．５―１：１５．４―１：２７．９―１：３９．７―１：５１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．５
１
３
１２，４（１１，１４）（３，８，１３）６（９，１５）（１，７）－１６，２＝５＝１０・（１２，１４）（８，１３）（４，１１）１５（３，６）７（１，９，１６）（２，５）＝１０

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

クロスカップリング �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Sri Pekan デビュー ２０１１．１２．１７ 中山４着

２００９．２．２８生 牡３青鹿 母 ルンバロッカ 母母 Rumba Azul ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔騎手変更〕 ベルウッドワンキー号の騎手勝浦正樹は，第１回小倉競馬第１日での負傷のため三浦皇成に変更。
〔発走状況〕 マジックポスト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 マジックポスト号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 キョウエイマイン号・ハンサムボーイ号・マイネルサムアップ号
（非抽選馬） １頭 トーセンプラネット号
※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。

０００５４ １月１５日 晴 良 （２４中山１）第５日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２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

７１４ ゴールドヘクター 牡３黒鹿５６ 吉田 豊�ジェイアール 戸田 博文 千歳 社台ファーム ５１６ ―１：５８．３ １０．３�

５９ ゴールドゼウス 牡３黒鹿５６ 横山 典弘スター・ホースメンズクラブ 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４９４ ―１：５８．４� ２．４�
３６ 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 ４７２ ―１：５８．７１� ５．７�
６１２ コ ス モ リ オ 牝３青鹿５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 大和田 成 新冠 ビッグレッドファーム ４７８ ―１：５８．８� ４６．８�
７１３ ディアフリーダム 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝ディアレスト 高橋 裕 日高 森永 直幸 ４９０ ― 〃 ハナ ８．４�
２３ ユーロビート 牡３鹿 ５６ 的場 勇人吉田 和美氏 高柳 瑞樹 洞爺湖 メジロ牧場 ５３８ ―１：５９．２２� １００．２	
８１６ ナウンステージ 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成佐藤 守宏氏 松山 康久 新冠 芳住 革二 ４９２ ―１：５９．９４ １４．７

１２ トミケンオウカン 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 猿橋 義昭 ４８０ ―２：００．０� ２３９．１�
４７ ケイアイジーニアス 牡３鹿 ５６ 丸山 元気 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 新ひだか 折手牧場 ４６８ ―２：００．１� ２４．９�
４８ キタノハヤブサ 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 ５１８ ―２：００．６３ １０．５
６１１ シルクスノーマン 牡３芦 ５６ 木幡 初広有限会社シルク牧 光二 新ひだか タツヤファーム ４７４ ―２：００．７� ３９．８�
３５ リバータイガー 牝３芦 ５４ 石神 深一桐谷 茂氏 中野 栄治 新冠 豊巻牧場 ４３２ ―２：０１．１２� ２２３．９�
１１ チ ン グ ル マ 牝３栗 ５４

５１ ▲平野 優内藤 好江氏 矢野 照正 青森 オオタ牧場 ４８２ ―２：０１．５２� １５９．６�
８１５ ビ ッ ク ケ ン 牡３鹿 ５６ 石橋 脩小野 建氏 池上 昌弘 浦河 三好牧場 ４８０ ―２：０１．９２� ８２．６�
２４ アールサンタンド 牡３黒鹿５６ 武士沢友治星野 良二氏 松山 将樹 浦河 三枝牧場 ４９０ ―２：０２．０� ３０６．５�
５１０ キシュウファイン 牝３芦 ５４ 北村 友一木村 昌三氏 尾形 充弘 日高 日西牧場 ４６８ ―２：０２．８５ ６．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，５９８，８００円 複勝： ３１，９１７，１００円 枠連： ２２，９５０，０００円

馬連： ５７，０６５，０００円 馬単： ３８，６３７，６００円 ワイド： ２２，６２６，７００円

３連複： ６６，００２，１００円 ３連単： １０２，７５５，４００円 計： ３６１，５５２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０３０円 複 勝 � ２５０円 � １３０円 � １９０円 枠 連（５－７） ４５０円

馬 連 �� ９４０円 馬 単 �� ２，８３０円

ワ イ ド �� ４３０円 �� ７６０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� ２，２２０円 ３ 連 単 ��� １５，６５０円

票 数

単勝票数 計 １９５９８８ 的中 � １５０８９（５番人気）
複勝票数 計 ３１９１７１ 的中 � ２５７０５（６番人気）� ９３０９７（１番人気）� ４１１５８（２番人気）
枠連票数 計 ２２９５００ 的中 （５－７） ３８３０９（１番人気）
馬連票数 計 ５７０６５０ 的中 �� ４４８５２（３番人気）
馬単票数 計 ３８６３７６ 的中 �� １００８４（９番人気）
ワイド票数 計 ２２６２６７ 的中 �� １３２５８（４番人気）�� ６８８５（８番人気）�� １５０７８（２番人気）
３連複票数 計 ６６００２１ 的中 ��� ２１９８６（４番人気）
３連単票数 計１０２７５５４ 的中 ��� ４８４６（４１番人気）

ハロンタイム １３．０―１２．２―１４．１―１４．４―１３．８―１２．４―１２．６―１２．８―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２５．２―３９．３―５３．７―１：０７．５―１：１９．９―１：３２．５―１：４５．３

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ゴールドヘクター �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ヘクタープロテクター 初出走

２００９．５．６生 牡３黒鹿 母 タッチオブゴールド 母母 ダイナタツチ １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ９頭 アヴェニーレ号・アースワンドリーム号・オネストエイブ号・オンワードモンタナ号・セイユウボス号・

トップリターン号・ニシノウマノスケ号・ヒカルロバリー号・ローレルクラウド号



０００５５ １月１５日 晴 良 （２４中山１）第５日 第７競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１３時２０分 （芝・右・外）

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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

８１５ ハクサンムーン 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝河� 五市氏 西園 正都 日高 白井牧場 ４５０＋ ２１：０８．７ ３．２�

８１６ アースソニック 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 ４６６－ ８１：０８．９１� ６．３�
２３ � サクラインザスカイ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義�さくらコマース牧 光二 新ひだか 山田牧場 ４５８＋ ４１：０９．１１� ５．１�
１２ マイネルアダマス 牡３鹿 ５６ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 新冠 コスモヴューファーム B４０２－ ４１：０９．３１ ５９．１�
１１ スピードルーラー 牡３鹿 ５６

５３ ▲平野 優嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 岡田牧場 ４８０＋ ２１：０９．４� ２８．６�
３５ コスモユキシマキ 牝３芦 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 柴崎 勇 新ひだか 秋田育成牧場 ４５０± ０１：０９．５	 １２．７	
５１０ オペラダンシング 牡３黒鹿５６ 吉田 豊鈴木 可一氏 尾形 充弘 浦河 谷川牧場 ４５８＋ ８ 〃 ハナ ８１．５

３６ パ チ ャ マ マ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治岡 浩二氏 和田正一郎 新ひだか 嶋田牧場 ４７２＋ ２１：０９．７１ １６９．２�
５９ ラ パ ー ジ ュ 牝３青鹿５４ 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム ４６６＋ ４ 〃 ハナ １１．４�
２４ アブマーシュ 牝３鹿 ５４ 木幡 初広伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン

牧場 ４７２＋１６１：０９．８	 ６７．９
４７ エバーローズ 牝３栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次 �スピードファーム 武藤 善則 新冠 スピードフアーム ４５６－ ２１：１０．０１	 １９．９�
６１１ ドリームバラード 牝３黒鹿５４ 石橋 脩ドリームターフ組合 伊藤 圭三 新ひだか タイヘイ牧場 ４３４＋ ４１：１０．１	 ９７．５�
７１３ サハラブレイヴ 牡３栗 ５６ C．ルメール �グリーンファーム 牧田 和弥 千歳 社台ファーム ４９０＋ ８１：１０．５２	 １０．６�

（仏）

７１４ ダイワインスパイア 牡３鹿 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか 田上 稔 ４７０± ０１：１０．７１ ８．１�
６１２ トウショウブーム 牡３鹿 ５６ 丸山 元気トウショウ産業� 阿部 新生 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５０４－ ８１：１１．３３	 １８．５�
４８ � モルフェフォレスト 牡３鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太並河賢一郎氏 大江原 哲 新ひだか 坂本 智広 ４４６＋ ６ 〃 ハナ ３６８．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，０４０，５００円 複勝： ４７，６６４，５００円 枠連： ２８，７０５，３００円

馬連： ９０，６３８，６００円 馬単： ５２，９１８，８００円 ワイド： ３５，７３８，６００円

３連複： １０８，４４０，７００円 ３連単： １６２，０５１，１００円 計： ５５７，１９８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １７０円 � ２１０円 � １６０円 枠 連（８－８） １，３６０円

馬 連 �� １，４４０円 馬 単 �� ２，３６０円

ワ イ ド �� ５７０円 �� ４９０円 �� ７２０円

３ 連 複 ��� ２，６８０円 ３ 連 単 ��� １１，６９０円

票 数

単勝票数 計 ３１０４０５ 的中 � ７８４８９（１番人気）
複勝票数 計 ４７６６４５ 的中 � ８１４２３（２番人気）� ５６００３（３番人気）� ８２８６５（１番人気）
枠連票数 計 ２８７０５３ 的中 （８－８） １５６４８（５番人気）
馬連票数 計 ９０６３８６ 的中 �� ４６６６２（２番人気）
馬単票数 計 ５２９１８８ 的中 �� １６６１７（２番人気）
ワイド票数 計 ３５７３８６ 的中 �� １５５３３（２番人気）�� １８６３０（１番人気）�� １１８７５（６番人気）
３連複票数 計１０８４４０７ 的中 ��� ２９８８１（１番人気）
３連単票数 計１６２０５１１ 的中 ��� １０２３１（２番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．４―１１．４―１１．６―１１．４―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．３―３３．７―４５．３―５６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．４―３F３５．０
３ １５（６，７）１４（１，３）（１２，１６）（２，５）１３（４，１０，８）－（９，１１） ４ １５（６，７，１４）（３，１６）１（２，５，１２，１３）（４，１０）１１（９，８）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ハクサンムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２０１１．１２．３ 阪神１着

２００９．２．１４生 牡３栗 母 チリエージェ 母母 メガミゲラン ３戦２勝 賞金 １４，０００，０００円
〔騎手変更〕 オペラダンシング号の騎手勝浦正樹は，第１回小倉競馬第１日での負傷のため吉田豊に変更。
〔制裁〕 コスモユキシマキ号の騎手柴田大知は，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１００，０００円。（４番・１２番・

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。
（非当選馬） ２頭 サウスビクトル号・ヒヅグータス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０００５６ １月１５日 晴 良 （２４中山１）第５日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５０分 （ダート・右）

牝，１０００万円以下；負担重量は，４歳５４�５歳以上５５�
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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

５８ ヒラボクビジン 牝５黒鹿５５ 横山 典弘�平田牧場 土田 稔 浦河 谷川牧場 ４６６＋ ４１：５４．８ ２．１�

４５ トウカイライフ 牝５黒鹿５５ 田辺 裕信内村 正則氏 成島 英春 日高 広富牧場 ４３６＋ ２１：５５．０１� １２．０�
４６ アプレレクール 牝４青鹿５４ 丸山 元気 �グリーンファーム 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム ４５０＋１０１：５５．３１� ３４．４�
３３ シンクオブミー 牝４鹿 ５４ 吉田 豊島田 久氏 尾関 知人 日高 坂 牧場 ４６２＋１０１：５５．４� ４１．０�
８１４ アオゾラペダル 牝６黒鹿５５ C．ルメール 小林けい子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８８＋ ６ 〃 ハナ ３．０�

（仏）

７１２ ヤマニンミミック 牝４黒鹿５４ 北村 友一土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 ４８８± ０ 〃 クビ １３０．７�
６９ ヒラボクスペシャル 牝６黒鹿５５ 後藤 浩輝�平田牧場 大竹 正博 浦河 鎌田 正嗣 ４８４＋ ６１：５５．７１� １３．１	
１１ トウカイファミリー 牝６黒鹿５５ 石橋 脩内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 ４５２－ ２１：５６．０１� １６．５

３４ ル イ ー ズ 牝４青鹿５４ 蛯名 正義大野 富生氏 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム B４８６－ ２１：５６．２１� ５１．７�
５７ ホクトスワン 牝６黒鹿５５ 三浦 皇成布施 光章氏 田中 剛 新冠 ビッグレッドファーム B４６６＋ ４１：５７．０５ １４１．５�
８１３ エバーシャイニング 牝５黒鹿５５ 北村 宏司宇田 豊氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ５０６＋ ２１：５７．３１� ９３．７
６１０ レディームスタング 牝６栗 ５５ 田中 勝春�野 葉子氏 梅田 智之 浦河 大成牧場 ５１６－ ６１：５７．４クビ ２９．５�
２２ ウッドシップ 牝４鹿 ５４ 大庭 和弥小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 ４７８－ ６１：５７．６１� １６．０�
７１１ カンマビード 牝５栗 ５５ 的場 勇人石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 ムラカミファーム B４９８± ０ （競走中止） ３２．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３０，１８９，７００円 複勝： ４５，８６６，４００円 枠連： ２４，９４２，３００円

馬連： ９４，８４６，９００円 馬単： ６２，２２３，９００円 ワイド： ３５，２２７，４００円

３連複： １１６，２９９，４００円 ３連単： ２０８，８０９，８００円 計： ６１８，４０５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １２０円 � ２４０円 � ６３０円 枠 連（４－５） ８４０円

馬 連 �� １，３１０円 馬 単 �� １，７１０円

ワ イ ド �� ４８０円 �� １，０９０円 �� ２，８４０円

３ 連 複 ��� ８，３９０円 ３ 連 単 ��� ２３，９９０円

票 数

単勝票数 計 ３０１８９７ 的中 � １１６０４９（１番人気）
複勝票数 計 ４５８６６４ 的中 � １５１５２９（１番人気）� ４３３８５（３番人気）� １２６８９（９番人気）
枠連票数 計 ２４９４２３ 的中 （４－５） ２２０７９（３番人気）
馬連票数 計 ９４８４６９ 的中 �� ５３４５５（２番人気）
馬単票数 計 ６２２２３９ 的中 �� ２６９９８（３番人気）
ワイド票数 計 ３５２２７４ 的中 �� １９７２９（２番人気）�� ７８３５（１０番人気）�� ２８６９（２４番人気）
３連複票数 計１１６２９９４ 的中 ��� １０２３８（２１番人気）
３連単票数 計２０８８０９８ 的中 ��� ６４２４（５７番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．４―１２．２―１３．４―１３．１―１３．２―１３．３―１２．８―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．８―３６．０―４９．４―１：０２．５―１：１５．７―１：２９．０―１：４１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．３―３F３９．１
１
３

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

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

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５黒鹿 母 オリジナルスピン 母母 Not Before Time １８戦４勝 賞金 ５２，６３４，０００円
〔騎手変更〕 ルイーズ号の騎手勝浦正樹は，第１回小倉競馬第１日での負傷のため蛯名正義に変更。
〔競走中止〕 カンマビード号は，競走中に疾病〔右第１指関節脱臼〕を発症したため３コーナーで競走中止。
※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。



０００５７ １月１５日 晴 良 （２４中山１）第５日 第９競走 ��
��１，２００�

は つ は る

初 春 賞
発走１４時２５分 （ダート・右）
４歳以上，１，０００万円以下，２３．１．１５以降２４．１．９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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

６１２�� ス イ レ ン 牝５鹿 ５３ 後藤 浩輝シンボリ牧場 高橋 祥泰 米
Occidental
Thoroughbreds
& Sarum Farm

５０４－ ２１：１１．４ ４．６�

２３ ドクトルジバゴ 牡５鹿 ５４ 北村 友一馬場 幸夫氏 牧浦 充徳 新ひだか 松田 三千雄 ４８６－ ４１：１１．７１� ３５．３�
８１５ タンジブルアセット 牡５鹿 ５７ 丸山 元気安達 允彦氏 根本 康広 新ひだか タガミファーム ４９６＋１０１：１１．８� ３．９�
６１１ ベストバウト 牡５黒鹿５７．５ 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 日高 高柳 隆男 ５１０－ ４ 〃 アタマ ５．１�
４８ レッツゴーマークン 牡４栗 ５４ 武士沢友治魚住 啓市氏 田島 俊明 日高 ナカノファーム B４５０＋１２１：１１．９	 ７０．３�
５１０ ミッキーデジタル 牡５栗 ５７ C．ルメール 野田みづき氏 森 秀行 新ひだか 千代田牧場 ４５２＋ ６１：１２．０	 ４．０�

（仏）

７１４ イ チ オ カ 牡７黒鹿５５ 三浦 皇成三宅 勝俊氏 境 直行 様似 能登ファーム ５３４＋１２ 〃 ハナ ６９．４�
４７ � ヴィルマール 牡６鹿 ５５ 横山 典弘吉田 和美氏 武藤 善則 豪 Paulyn Invest-

ments Pty Ltd ４９８＋ ８ 〃 クビ ４５．４	
５９ � クレムリンエッグ 牡７栗 ５３ 木幡 初広
ジェイアール 岩戸 孝樹 米 McDowell

Farm B４８２－ ５１：１２．１	 １２４．８�
３５ アタッキングゾーン 牡４鹿 ５３ 平野 優広尾レース
 二ノ宮敬宇 日高 大江牧場 ５０４＋ ２１：１２．５２	 １３７．６�
２４ ユキノマークン 牡４鹿 ５４ 津村 明秀井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 ４８８± ０ 〃 ハナ ５７．８
１２ ザストロンシチー 牡４鹿 ５４ 吉田 豊 
友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 富川田中牧場 ４８４＋ ４ 〃 クビ ２６．８�
８１６� モエレエンデバー 牡５黒鹿５５ 四位 洋文中村 和夫氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 ４９８＋１０１：１２．６クビ １９．９�
７１３ ダンシングロイヤル 牝４鹿 ５４ 蛯名 正義藤田 浩氏 大竹 正博 新冠 ロイヤルファー

ム新冠支場 ４７０＋ ６ 〃 クビ １３．６�
３６ エリモエポナ 牝５黒鹿５２ 田中 勝春山本 敏晴氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ５００± ０ 〃 ハナ １８．２�
１１ レッドボルサリーノ 牡６鹿 ５５ 北村 宏司 
東京ホースレーシング 尾関 知人 早来 ノーザンファーム ５１６＋２８１：１３．３４ １０４．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，０６７，１００円 複勝： ７４，２０３，６００円 枠連： ３８，６２６，２００円

馬連： １５３，１９３，９００円 馬単： ８３，７１８，０００円 ワイド： ５１，１３０，９００円

３連複： １６６，０６２，５００円 ３連単： ３０２，７０３，０００円 計： ９０８，７０５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １９０円 � ５８０円 � １５０円 枠 連（２－６） ２，９８０円

馬 連 �� ６，４５０円 馬 単 �� １０，３４０円

ワ イ ド �� １，８６０円 �� ３８０円 �� １，６４０円

３ 連 複 ��� ６，７２０円 ３ 連 単 ��� ４３，５９０円

票 数

単勝票数 計 ３９０６７１ 的中 � ６７２２３（３番人気）
複勝票数 計 ７４２０３６ 的中 � １０８７３２（４番人気）� ２３９６８（９番人気）� １６８０５１（１番人気）
枠連票数 計 ３８６２６２ 的中 （２－６） ９５７８（１０番人気）
馬連票数 計１５３１９３９ 的中 �� １７５４６（１９番人気）
馬単票数 計 ８３７１８０ 的中 �� ５９８１（３３番人気）
ワイド票数 計 ５１１３０９ 的中 �� ６３４２（２０番人気）�� ３７５１０（４番人気）�� ７２６９（１６番人気）
３連複票数 計１６６０６２５ 的中 ��� １８２４１（１８番人気）
３連単票数 計３０２７０３０ 的中 ��� ５１２５（１２２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．５―１２．３―１２．１―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―３４．３―４６．６―５８．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
ス イ レ ン �

�
父 Roman Ruler �

�
母父 Capote

２００７．４．７生 牝５鹿 母 Dolly Talbo 母母 Lochlin １０戦２勝 賞金 ３７，３９８，０００円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 ドクトルジバゴ号の騎手勝浦正樹は，第１回小倉競馬第１日での負傷のため北村友一に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ９頭 ガクニホシ号・コスモミカエル号・シャイニイチカ号・トレボーネ号・ピンクペガサス号・モエレデフィニット号・

モリトブイコール号・リサーチアゲン号・ワイズドリーム号
※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。

０００５８ １月１５日 晴 良 （２４中山１）第５日 第１０競走 ��
��１，８００�

は つ ふ じ

初富士ステークス
発走１５時００分 （芝・右）
４歳以上，１，６００万円以下，２３．１．１５以降２４．１．９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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３０８，０００円 ８８，０００円 ４４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

１１ ア カ ン サ ス 牝４青 ５４ 後藤 浩輝魚住 啓市氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４４２＋ ４１：４６．９ ３．５�

５８ ケニアブラック 牡６鹿 ５５ 蛯名 正義吉田 和美氏 勢司 和浩 日高 佐々木牧場 ４７２＋１０１：４７．０� １１．４�
５７ マコトギャラクシー 牡５栃栗５７ 吉田 豊尾田左知子氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４６８＋ ４１：４７．２１� ８．９�
３４ リヴェレンテ 牡４青鹿５５ 四位 洋文 �社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム ５００± ０ 〃 クビ ４．４�
４６ フラワーロック 牝４鹿 ５２ 丸山 元気�酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 ４６８± ０１：４７．４１� ３６．６�
４５ ムスカテール 牡４黒鹿５５ C．ルメール 吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４８２－ ８１：４７．５クビ ５．１�

（仏）

６９ � ブルーデインヒル 牡７鹿 ５５ 柴田 善臣 	ブルーマネジメント加藤 征弘 米 Britton House
Stud Ltd. ４８４＋１０１：４７．９２� １３１．８


７１１	 サクラネクスト 牡８栗 ５４ 北村 宏司	さくらコマース小笠 倫弘 静内 西村 和夫 ４８０＋ ４１：４８．０クビ １５４．９�
７１２ フライバイワイヤー 牡６栗 ５５ 田辺 裕信 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７４＋ ４１：４８．２１� ３５．８�
８１３ ヒシセンチュリー 牡６栗 ５５ 三浦 皇成阿部雅一郎氏 国枝 栄 新冠 カミイスタット ５１４＋１２ 〃 クビ １３４．９
２２ マイネルアトレ 牡７栗 ５４ 津村 明秀 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 門別 佐々木 直孝 ４７４－ ６１：４８．６２� ４６．４�
３３ ヴィクトリアローズ 牝５栗 ５２ 的場 勇人古賀 和夫氏 牧 光二 新冠 対馬 正 ４４４－ ６ 〃 アタマ ３８．９�
８１４ エチゴイチエ 牡４鹿 ５５ 横山 典弘齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４７８＋１０１：４９．５５ ４．６�
６１０ ユキノハリケーン 牡８鹿 ５４ 小林 淳一馬場 幸廣氏 根本 康広 門別 坂 牧場 ４９６＋ ４１：４９．７１� ２７９．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ５０，９８６，９００円 複勝： ８３，９７９，２００円 枠連： ３８，８３１，９００円

馬連： １９３，３６５，７００円 馬単： １１０，６５５，６００円 ワイド： ５９，４１１，７００円

３連複： ２１７，２３０，６００円 ３連単： ４３７，３１８，８００円 計： １，１９１，７８０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １５０円 � ２８０円 � ２４０円 枠 連（１－５） ８３０円

馬 連 �� １，９９０円 馬 単 �� ３，４６０円

ワ イ ド �� ７００円 �� ５００円 �� １，０３０円

３ 連 複 ��� ４，５６０円 ３ 連 単 ��� ２２，５６０円

票 数

単勝票数 計 ５０９８６９ 的中 � １１７６９８（１番人気）
複勝票数 計 ８３９７９２ 的中 � １９５９８４（１番人気）� ６７９６８（６番人気）� ８３７１３（５番人気）
枠連票数 計 ３８８３１９ 的中 （１－５） ３４５８１（４番人気）
馬連票数 計１９３３６５７ 的中 �� ７１８２８（８番人気）
馬単票数 計１１０６５５６ 的中 �� ２３６６８（１５番人気）
ワイド票数 計 ５９４１１７ 的中 �� ２０９５１（８番人気）�� ３０６９２（６番人気）�� １３７３４（１５番人気）
３連複票数 計２１７２３０６ 的中 ��� ３５２１９（１７番人気）
３連単票数 計４３７３１８８ 的中 ��� １４３０７（７３番人気）

ハロンタイム １２．１―１２．１―１１．２―１１．７―１１．５―１２．０―１２．２―１１．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２４．２―３５．４―４７．１―５８．６―１：１０．６―１：２２．８―１：３４．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．３―３F３６．３
１
３
６（１０，１４）（３，２）（１，８）１１（５，４）１３，７，１２，９
６，１４（３，１０）２－（１，８）５（４，１１）－７－１３－（９，１２）

２
４

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

勝馬の
紹 介

ア カ ン サ ス �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー ２０１０．１２．１８ 中山１着

２００８．２．１６生 牝４青 母 センスオブアート 母母 Bishop’s Mate ９戦３勝 賞金 ６７，８７０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔騎手変更〕 ヴィクトリアローズ号の騎手勝浦正樹は，第１回小倉競馬第１日での負傷のため的場勇人に変更。
※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 ニシノメイゲツ号・マイネルギブソン号
※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。

１レース目



０００５９ １月１５日 晴 良 （２４中山１）第５日 第１１競走 ��
��２，０００�第５２回京 成 杯（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （芝・右）
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

京成電鉄株式会社賞（１着）
賞 品

本 賞 ３７，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，３００，０００円 ５，６００，０００円 ３，７００，０００円
付 加 賞 ５７４，０００円 １６４，０００円 ８２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．２
１：５６．１

良

良

４８ ベストディール 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム ４６４＋１０２：００．６ ４．５�

８１５ マイネルロブスト 牡３黒鹿５７ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 新冠 小泉牧場 ４９２± ０２：００．７� ８．２�

４７ アドマイヤブルー 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４９２± ０２：００．９１	 ２．８�
８１６ ア ー デ ン ト 牡３芦 ５６ C．ルメール �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６８＋ ８ 〃 クビ ８．１�
（仏）

２３ ス ノ ー ド ン 牡３黒鹿５６ 北村 友一 H.H．シェイク・ハムダン 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４６８－ ２２：０１．２２ ３７．４�

５１０ フレージャパン 牡３栗 ５６ 石橋 脩難波 澄子氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４５４－ ２２：０１．３� ２７０．９	
６１２ キープビリービング 牡３黒鹿５６ 武士沢友治�ミルファーム 菊川 正達 新ひだか 畑端牧場 ４７６－ ４２：０１．４� ３６９．０

３５ 
 レッドシャンクス 牡３鹿 ５６ 横山 典弘 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 愛 Robert Power

Bloodstock Ltd ５０４＋ ２ 〃 アタマ ６．６�
２４ ロジメジャー 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成久米田正明氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４９２＋ ６２：０１．５クビ ２７．８�
７１３ ブライトライン 牡３青 ５６ 田辺 裕信�ノースヒルズ 鮫島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント ５００＋ ２２：０１．７１� １１．４
１１ カフェコンセール 牡３青 ５６ 田中 勝春吉野 弘司氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４７８＋１０ 〃 アタマ ９９．３�
６１１ コスモアンドロメダ 牝３黒鹿５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 コスモヴューファーム ４５２± ０２：０１．８� ３９．３�
１２ プーラヴィーダ 牡３栗 ５６ 丸山 元気伊達 敏明氏 高橋 祥泰 日高 サンシャイン

牧場 ４６８± ０ 〃 クビ １３０．４�
７１４ マ ナ ウ ス 牡３鹿 ５６ 北村 宏司鈴木 義孝氏 小崎 憲 新ひだか 矢野牧場 ４７２－ ８２：０１．９クビ ４３．１�
５９ キネオピューマ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊ジャパンフードビジネス� 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム ４５６＋ ２２：０２．４３ ２３．５�
３６ ジョウノバッカス 牡３栗 ５６ 柴田 善臣小川 義勝氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４８２± ０２：０２．８２� ５０．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４６，８４４，１００円 複勝： ２１２，６６９，６００円 枠連： １８２，６９６，８００円

馬連： ７６２，１７８，１００円 馬単： ４０８，５０５，１００円 ワイド： ２０７，０５９，９００円

３連複： ９３９，７８２，６００円 ３連単： １，８９９，７００，０００円 計： ４，７５９，４３６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １７０円 � ２１０円 � １３０円 枠 連（４－８） ３７０円

馬 連 �� １，８２０円 馬 単 �� ３，０１０円

ワ イ ド �� ６８０円 �� ３３０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� １，６４０円 ３ 連 単 ��� １０，７２０円

票 数

単勝票数 計１４６８４４１ 的中 � ２６１３７１（２番人気）
複勝票数 計２１２６６９６ 的中 � ３１８８４０（２番人気）� ２２７８４６（４番人気）� ５３０７９８（１番人気）
枠連票数 計１８２６９６８ 的中 （４－８） ３６５１９９（１番人気）
馬連票数 計７６２１７８１ 的中 �� ３１０２９５（８番人気）
馬単票数 計４０８５０５１ 的中 �� １００３９４（１１番人気）
ワイド票数 計２０７０５９９ 的中 �� ７０１２５（７番人気）�� １７１７４４（１番人気）�� １０５３９１（３番人気）
３連複票数 計９３９７８２６ 的中 ��� ４２３２２０（２番人気）
３連単票数 計１８９９７０００ 的中 ��� １３０８３１（１８番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．９―１２．３―１３．０―１２．７―１２．３―１１．８―１１．７―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．２―３５．１―４７．４―１：００．４―１：１３．１―１：２５．４―１：３７．２―１：４８．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．５―３F３５．２
１
３

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

勝馬の
紹 介

ベストディール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Marchand de Sable デビュー ２０１１．８．１４ 札幌１着

２００９．３．１７生 牡３鹿 母 コマーサント 母母 Deception ４戦３勝 賞金 ５９，５７７，０００円
〔騎手変更〕 プーラヴィーダ号の騎手勝浦正樹は，第１回小倉競馬第１日での負傷のため丸山元気に変更。
〔制裁〕 プーラヴィーダ号の騎手丸山元気は，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。（９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。

０００６０ １月１５日 晴 良 （２４中山１）第５日 第１２競走 ��
��２，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１０分 （芝・右・外）

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

２：１０．１
２：１０．１

良

良

２２ ネオブラックダイヤ 牡４青鹿５６ 北村 宏司小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０８＋１２２：１６．２ １．６�

８１０ ビリーヴマイン 牡４鹿 ５６ 田辺 裕信コウトミックレーシング 清水 英克 新冠 大栄牧場 ４４４± ０２：１６．９４ ７．５�
１１ ハシルヨミテテ 牡５鹿 ５７ 三浦 皇成田中 幹雄氏 清水 美波 浦河 荻伏三好フ

アーム B５２６－ ６ 〃 アタマ ４．４�
４４ メジロカトリーヌ 牝５鹿 ５５

５２ ▲高嶋 活士岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４７０－ ８ 〃 クビ ２４．３�
７７ � タガノキズナ 牡４栗 ５６ 後藤 浩輝八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５２６＋ ２２：１７．０� １７．０�
５５ メジロコウミョウ 牝４青鹿５４ 吉田 豊岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４７４＋ ６２：１７．１	 ２９．８�
８９ フローリストライフ 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義難波 経雄氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４４４＋ ６２：１７．３１� １１．１�
７８ エメラルターボ 牡４鹿 ５６

５３ ▲平野 優高橋 勉氏 的場 均 平取 スガタ牧場 ５００＋ ６２：１７．５１
 １２９．５	
６６ スリーケインズ 牡４芦 ５６

５３ ▲嶋田 純次永井商事
 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 ４７４＋２４２：１７．７１ ７８．７�
３３ ダッシュアキチャン 牝７黒鹿５５ 丸山 元気遠藤 喜松氏 成島 英春 三石 沖田 忠幸 ４５６± ０２：１７．８� ６５．６�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ４５，４７３，７００円 複勝： ６２，５２２，６００円 枠連： ３５，７０９，２００円

馬連： １２６，３３６，３００円 馬単： １０５，３６７，３００円 ワイド： ４３，９５６，２００円

３連複： １４９，５０７，８００円 ３連単： ４６０，４８３，７００円 計： １，０２９，３５６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � １２０円 枠 連（２－８） ３６０円

馬 連 �� ６９０円 馬 単 �� ８７０円

ワ イ ド �� ２４０円 �� １４０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� ５４０円 ３ 連 単 ��� ２，２７０円

票 数

単勝票数 計 ４５４７３７ 的中 � ２３０４１７（１番人気）
複勝票数 計 ６２５２２６ 的中 � ３１２３７５（１番人気）� ６１２３２（３番人気）� １０２６５８（２番人気）
枠連票数 計 ３５７０９２ 的中 （２－８） ７３９３４（２番人気）
馬連票数 計１２６３３６３ 的中 �� １３６２４４（２番人気）
馬単票数 計１０５３６７３ 的中 �� ９００２６（３番人気）
ワイド票数 計 ４３９５６２ 的中 �� ４０９３５（２番人気）�� １０３５９７（１番人気）�� ２２３７６（４番人気）
３連複票数 計１４９５０７８ 的中 ��� ２０７８９４（１番人気）
３連単票数 計４６０４８３７ 的中 ��� １５００１２（３番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．６―１２．７―１２．６―１３．２―１３．１―１２．８―１２．４―１１．４―１１．６―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．９―２４．５―３７．２―４９．８―１：０３．０―１：１６．１―１：２８．９―１：４１．３―１：５２．７―２：０４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．３―３F３４．９
１
３
４，７，８－９，２（１，５）＝１０（３，６）
４（７，９，２）８，１－５－（３，１０）－６

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

勝馬の
紹 介

ネオブラックダイヤ 
�
父 ゼンノロブロイ 

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２０１１．１．３０ 東京２着

２００８．２．５生 牡４青鹿 母 オレンジパラダイス 母母 オレンジシェード １０戦２勝 賞金 ２６，６００，０００円
※出走取消馬 ダイワリューリン号（疾病〔左肩跛行〕のため）

４レース目



（２４中山１）第５日 １月１５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 １７７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

２４０，０４０，０００円
７，４７０，０００円
１，８３０，０００円
２１，６４０，０００円
６２，２１３，５００円
５，５４８，８００円
１，６９９，２００円

勝馬投票券売得金
４６１，１６０，４００円
７４４，８４８，１００円
４６０，９０２，９００円
１，７５４，１４７，０００円
１，０６６，８４４，８００円
５７２，３１５，６００円
２，１１５，９３９，３００円
４，１８４，５００，１００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 １１，３６０，６５８，２００円

総入場人員 ２７，６９６名 （有料入場人員 ２５，２７１名）


