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０００６１ １月２１日 曇 稍重 （２４中山１）第６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

２４ シンデンアラタ 牡３黒鹿５６ 小林 淳一神田 通博氏 佐藤 全弘 新ひだか 落合 一巳 ４８８＋ ６１：１２．７ １３２．０�

６１１ エ リ ク サ ー 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４７２± ０１：１２．９１� ３．３�
８１６ フォースフル 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一魚住 啓市氏 畠山 吉宏 新冠 平山牧場 ４６２－ ６１：１３．１１� ２．５�
４８ コンサートレディ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 ４６２＋ ４１：１３．２� １０．９�
７１３ エスペランサシチー 牡３芦 ５６ 蛯名 正義 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 千代田牧場 ４８８± ０１：１３．４１� １５．３�
２３ オ ン ジ ェ ム 牡３黒鹿５６ 戸崎 圭太山上 和良氏 新開 幸一 日高 高柳 隆男 ４７０－ ２１：１３．７２ ８．１�

（大井）

４７ ドラゴンネビュラ 牡３栗 ５６ 田中 勝春窪田 康志氏 高柳 瑞樹 浦河 大北牧場 ４９２＋ ４ 〃 ハナ １７１．２	
５９ ド ウ デ ス 牡３栗 ５６

５３ ▲嶋田 純次星野 壽市氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 ５１４＋１０１：１４．１２� ７．２

５１０ 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 ４５４＋１０１：１４．２� １３０．３�
８１５ ウェルテクス 牡３黒鹿５６ 石橋 脩岡田 牧雄氏 柴田 政人 新冠 柏木 一則 ４７８± ０１：１４．３� １４．３
３６ トウショウスコア 牡３鹿 ５６ 丸山 元気トウショウ産業� 保田 一隆 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４９０－ ２ 〃 ハナ １１６．４�
６１２ キョウエイペガサス 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣田中 晴夫氏 藤原 辰雄 新ひだか 田湯牧場 ４４０－ ８１：１４．４クビ ４９．３�
１２ シ ャ ー ク �３栗 ５６ 田中 博康西村 憲人氏 和田正一郎 新ひだか カタオカフアーム ４３６－ ４１：１４．９３ １５４．３�
１１ キャラメリゼ 牝３栗 ５４

５１ ▲高嶋 活士有限会社シルク畠山 重則 新ひだか 畠山牧場 ４４２－ ６１：１５．０� ３０５．７�
７１４ フォーティスタン 牡３栗 ５６

５３ ▲平野 優�中山牧場 杉浦 宏昭 浦河 中山牧場 ４８２＋１０１：１５．６３� ３７６．８�
３５ マ シ ェ リ 牝３栗 ５４ 武士沢友治�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム ４１４± ０１：１６．８７ ５１６．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，６３８，６００円 複勝： ３２，１４１，２００円 枠連： １２，０５９，７００円

馬連： ４８，９１８，９００円 馬単： ３２，７１９，５００円 ワイド： ２１，１８９，３００円

３連複： ６２，２４３，１００円 ３連単： ９７，４０７，０００円 計： ３２３，３１７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３，２００円 複 勝 � １，４５０円 � １３０円 � １２０円 枠 連（２－６） １，２５０円

馬 連 �� １９，４４０円 馬 単 �� ６１，７６０円

ワ イ ド �� ３，３４０円 �� ３，７９０円 �� １７０円

３ 連 複 ��� １０，０６０円 ３ 連 単 ��� １４９，１５０円

票 数

単勝票数 計 １６６３８６ 的中 � ９９４（１１番人気）
複勝票数 計 ３２１４１２ 的中 � ２９７５（９番人気）� ７８６９４（２番人気）� ９５５９７（１番人気）
枠連票数 計 １２０５９７ 的中 （２－６） ７１４１（６番人気）
馬連票数 計 ４８９１８９ 的中 �� １８５８（２８番人気）
馬単票数 計 ３２７１９５ 的中 �� ３９１（７０番人気）
ワイド票数 計 ２１１８９３ 的中 �� １２３１（２６番人気）�� １０８２（２７番人気）�� ４６１７２（１番人気）
３連複票数 計 ６２２４３１ 的中 ��� ４５６８（２９番人気）
３連単票数 計 ９７４０７０ 的中 ��� ４８２（２９１番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．４―１１．２―１２．７―１２．９―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．４―３３．６―４６．３―５９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シンデンアラタ �
�
父 オンファイア �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー ２０１１．８．１４ 新潟１６着

２００９．４．２１生 牡３黒鹿 母 スイートリヴァー 母母 ニシノコマチ ７戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マシェリ号は，平成２４年２月２１日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ダイアン号
※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。

０００６２ １月２１日 曇 稍重 （２４中山１）第６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）

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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

３５ オーシュペール 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム ４６０－ ２１：５６．４ ２．４�

４７ ブ リ ッ サ 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太�ミルファーム 畠山 重則 新冠 新冠伊藤牧場 B４７４－ ２１：５７．６７ １２．７�
７１３ セイカフォルトゥナ 牝３栗 ５４ 石橋 脩久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 ４７６± ０１：５７．９１� ３．７�
１１ トゥルーマートル 牝３黒鹿５４ 吉田 豊 �キャロットファーム 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ４３０－ ２１：５８．０� ９．４�
６１２ ショウナンハッブル 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ４３８± ０１：５８．１クビ ２６．５�
３６ ディヴォーション 牝３青鹿５４ 田中 博康グリーンスウォード 高市 圭二 新ひだか 中橋 正 ４７４＋ ８１：５８．３１� ５６．１	
１２ デ ィ ア リ オ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高柳 瑞樹 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４５０＋ ４ 〃 クビ １９６．８


７１４ コスモアマルフィ 牝３鹿 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 正道 新ひだか 中田 英樹 ４４４＋ ２１：５８．４� １３．１�
２４ プリモアモーレ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信飯田 政子氏 栗田 徹 新ひだか 千代田牧場 ４３４－１４１：５８．５� ２５．８�
２３ コ ー ル ミ ー 牝３鹿 ５４ 北村 宏司千葉 正人氏 鈴木 伸尋 新冠 松浦牧場 ４５４＋ ４１：５８．８２ ８．７
８１６ ウィッシュガバナー 牝３鹿 ５４ 戸崎 圭太中谷 初子氏 嶋田 潤 新ひだか 三木田 尚大 ４４２－ ６１：５９．４３� ３４．６�

（大井）

６１１ イルテアトリーノ 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲嶋田 純次岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 浦河 杵臼牧場 ４９８－ ６１：５９．６１� ７３．８�

５１０ ハナズフォーティ 牝３鹿 ５４
５１ ▲小野寺祐太M．タバート氏 加藤 和宏 平取 協栄組合 ４５８± ０１：５９．７� １４７．２�

５９ フジノフラワー 牝３鹿 ５４ 田中 勝春猪野毛雅人氏 清水 英克 新ひだか 猪野毛牧場 ４８４＋ ４１：５９．９１ １２８．３�
８１５ コズミックガール 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥グリーンスウォード 嶋田 潤 新冠 長浜 秀昭 ４４０＋ ８２：００．２２ ３３．６�
４８ アポロレイラ 牝３栗 ５４ 今野 忠成アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 日高 門別牧場 ４７６－１２２：００．４１ １３６．７�

（川崎）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，７８２，４００円 複勝： ２９，５６０，５００円 枠連： １４，２７５，１００円

馬連： ４３，５３８，７００円 馬単： ３２，２８２，６００円 ワイド： ２０，２１５，８００円

３連複： ５５，７８１，５００円 ３連単： ８９，６０６，９００円 計： ３０１，０４３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � ２３０円 � １３０円 枠 連（３－４） １，０９０円

馬 連 �� １，１５０円 馬 単 �� １，６７０円

ワ イ ド �� ５３０円 �� ２１０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� １，１１０円 ３ 連 単 ��� ５，４００円

票 数

単勝票数 計 １５７８２４ 的中 � ５２３０８（１番人気）
複勝票数 計 ２９５６０５ 的中 � ８８４１２（１番人気）� ２２４８２（５番人気）� ６３８２５（２番人気）
枠連票数 計 １４２７５１ 的中 （３－４） ９７４７（３番人気）
馬連票数 計 ４３５３８７ 的中 �� ２８１７６（２番人気）
馬単票数 計 ３２２８２６ 的中 �� １４２６７（３番人気）
ワイド票数 計 ２０２１５８ 的中 �� ８４２６（５番人気）�� ２８１５６（１番人気）�� １０６２９（４番人気）
３連複票数 計 ５５７８１５ 的中 ��� ３７３４４（１番人気）
３連単票数 計 ８９６０６９ 的中 ��� １２２５８（６番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．２―１３．３―１３．６―１３．３―１２．７―１３．１―１２．４―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２５．１―３８．４―５２．０―１：０５．３―１：１８．０―１：３１．１―１：４３．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．１―３F３８．４
１
３
５，７（１，１３）（３，１４）１２，１６（４，６）（１１，１５）－２，９－１０，８・（５，７）（１，３，１３）（１２，１４）（４，１５）（１６，６）－（１１，２，９）－（１０，８）

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

勝馬の
紹 介

オーシュペール �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー ２０１１．７．１７ 新潟９着

２００９．３．１７生 牝３鹿 母 レディマーメイド 母母 Mother of Pearl ５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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 レヴィストーン号
※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６日



０００６３ １月２１日 曇 稍重 （２４中山１）第６日 第３競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１時００分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

１２ � シンクヴェトリル 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義�ノースヒルズ 和田 正道 米 Boyd
Browning ５４８＋ ２１：５７．９ ９．９�

２４ チアフルウェルカム 牡３栗 ５６ 三浦 皇成吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４７６± ０１：５８．５３� １４．５�
７１４ フレンドフィーバー 牡３栗 ５６ 大庭 和弥横尾 晴人氏 清水 美波 浦河 南部 功 ４４４± ０ 〃 ハナ ２２．３�
５１０ ウェルウィッチア 牡３鹿 ５６ 武士沢友治南 �幸氏 高木 登 浦河 山勝牧場 ４７０－ ８１：５８．６� ８．９�
３５ ヤマノトライ 牡３黒鹿５６ T．クウィリー澤村 敏雄氏 阿部 新生 日高 日高大洋牧場 ５１６± ０ 〃 クビ ２０．５�

（英）

５９ トウショウギフト 牡３鹿 ５６ 吉田 豊トウショウ産業� 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 ５００＋ ２１：５９．０２� ６．５	
６１２ キャプテンジャパン 牡３黒鹿５６ 北村 宏司青山 洋一氏 小笠 倫弘 新冠 追分ファーム ５１２± ０ 〃 ハナ １．７

４７ キーエキスパート 牡３栗 ５６ 田中 勝春北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 高瀬 敦 ４５８－ ６ 〃 アタマ １４１．２�
６１１ サウザンドサニー 牡３栗 ５６ 田辺 裕信伊達 敏明氏 斎藤 誠 日高 サンシャイン

牧場 ５０６－ ８１：５９．２１� ２０．０�
８１５ ブライテストソード 牡３栗 ５６ 戸崎 圭太 社台レースホース久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７６－ ８１：５９．３� ２３．１�
（大井）

３６ リズムディヴァイン 牡３黒鹿５６ 石橋 脩 サンデーレーシング 栗田 博憲 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９０＋４２ 〃 ハナ ６３．８�

４８ ビューティダイヤ 牡３栗 ５６ 津村 明秀中山牧場 小野 次郎 浦河 中山牧場 ４６８＋１０１：５９．４� ２１１．５�
１１ ジャングルスター 牡３鹿 ５６ 柴田 大知冨沢 敦子氏 畠山 重則 日高 石原牧場 ５５２± ０１：５９．８２� １８０．２�
２３ ホクセツローズ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一平島 尚武氏 保田 一隆 新冠 ムラカミファーム ４４０± ０２：００．２２� ３１２．６�
７１３ コスモマッハ 牡３栗 ５６ 鈴来 直人 ビッグレッドファーム 松山 将樹 日高 中川 欽一 ４６６＋ ４２：０１．３７ ３６９．６�
８１６ ワイワイガヤガヤ 牡３栗 ５６ 中谷 雄太小田切有一氏 粕谷 昌央 日高 大江牧場 ５３４＋ ８２：０２．０４ ２６５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，８８６，９００円 複勝： ６３，９９８，３００円 枠連： １４，４１１，９００円

馬連： ４７，６２６，６００円 馬単： ４１，４１７，０００円 ワイド： ２３，３１１，１００円

３連複： ６２，１４６，９００円 ３連単： １１７，４９３，８００円 計： ３９３，２９２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９９０円 複 勝 � ４６０円 � ６２０円 � １，２００円 枠 連（１－２） ４，５８０円

馬 連 �� ４，８４０円 馬 単 �� ９，６４０円

ワ イ ド �� １，３６０円 �� ４，４７０円 �� ５，４８０円

３ 連 複 ��� ５９，２６０円 ３ 連 単 ��� ３０８，５８０円

票 数

単勝票数 計 ２２８８６９ 的中 � １８２６２（４番人気）
複勝票数 計 ６３９９８３ 的中 � ３８６４３（４番人気）� ２７２９６（５番人気）� １３２９５（９番人気）
枠連票数 計 １４４１１９ 的中 （１－２） ２３２５（１４番人気）
馬連票数 計 ４７６２６６ 的中 �� ７２７７（１２番人気）
馬単票数 計 ４１４１７０ 的中 �� ３１７４（２３番人気）
ワイド票数 計 ２３３１１１ 的中 �� ４３３２（１３番人気）�� １２６８（３５番人気）�� １０３１（３７番人気）
３連複票数 計 ６２１４６９ 的中 ��� ７７４（１０６番人気）
３連単票数 計１１７４９３８ 的中 ��� ２８１（５１３番人気）

ハロンタイム １３．０―１２．０―１３．４―１３．７―１３．５―１３．６―１３．２―１２．７―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２５．０―３８．４―５２．１―１：０５．６―１：１９．２―１：３２．４―１：４５．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�シンクヴェトリル �
�
父 Master Command �

�
母父 Elusive Quality デビュー ２０１１．１２．１８ 中山５着

２００９．２．７生 牡３鹿 母 State Cup 母母 Avie’s Fancy ２戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

０００６４ １月２１日 曇
（ 芝 ）稍重
（ダート）稍重（２４中山１）第６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

８１４ タガノバッチグー 牡６鹿 ６０ 中村 将之八木 良司氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５６－１０３：１６．９ ２．０�

７１２ 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 ５１０－ ４３：１７．５３� ３．１�

２２ バックハウス 牡６栗 ６０ 五十嵐雄祐池谷 誠一氏 的場 均 三石 片山牧場 ４８６＋１８ 〃 ハナ ９．０�
１１ アンブロークン �７青鹿６０ 金子 光希広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４７２＋ ４３：１８．１３� ４９．９�
３３ メジロサンノウ 牡４黒鹿５９ 大江原 圭岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４７２＋ ４３：１８．６３ ２１．７�
５８ フェバリットアワー 牡５鹿 ６０ 横山 義行�ターフ・スポート松山 康久 浦河 酒井牧場 ５３６＋１６３：１８．９１� ３２．９	
６９ サンレイデューク 牡４鹿 ５９ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 ４５６± ０３：１９．０� ４０．４

４６ シャトルベクター 牡４青鹿５９ 鈴木 慶太加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 ５２０＋１０３：２０．０６ ８０．４�
５７ ユニバーサルアゲン 牡４鹿 ５９ 平沢 健治浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 ４４８＋１２３：２１．０６ １９７．３�
８１３ アルマニャック �４鹿 ５９ 山本 康志 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム ５３６＋２０３：２２．３８ ４６．５
４５ � マイネルダウザー 牡５黒鹿６０ 穂苅 寿彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新ひだか グランド牧場 ５２０＋１８３：２２．９３� １００．８�
７１１� キャニオンシンザン 牡４栗 ５９ 草野 太郎谷川弘一郎氏 天間 昭一 浦河 谷川牧場 ５００＋１８３：２３．１１� ２５４．０�
６１０ アトミックハート 牝４栗 ５７ 蓑島 靖典 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４４２－ ８３：２５．６大差 ２１７．５�
３４ � ブルーデザフィーオ 牡６青 ６０ 大庭 和弥 �ブルーマネジメント石栗 龍彦 新冠 川上牧場 ４９４± ０ （競走中止） ８．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，５９６，８００円 複勝： １９，４４８，１００円 枠連： １３，２９０，５００円

馬連： ３７，５７５，５００円 馬単： ３０，１３３，７００円 ワイド： １５，３６１，１００円

３連複： ４８，５２９，９００円 ３連単： ９５，９３０，８００円 計： ２７４，８６６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � １７０円 枠 連（７－８） １９０円

馬 連 �� ２３０円 馬 単 �� ３８０円

ワ イ ド �� １４０円 �� ２９０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ５３０円 ３ 連 単 ��� １，３３０円

票 数

単勝票数 計 １４５９６８ 的中 � ５９６８５（１番人気）
複勝票数 計 １９４４８１ 的中 � ６９７９９（１番人気）� ４３２４３（２番人気）� ２０１６６（４番人気）
枠連票数 計 １３２９０５ 的中 （７－８） ５２２１２（１番人気）
馬連票数 計 ３７５７５５ 的中 �� １２２８７９（１番人気）
馬単票数 計 ３０１３３７ 的中 �� ５９６５６（１番人気）
ワイド票数 計 １５３６１１ 的中 �� ３９５０４（１番人気）�� １１１８６（３番人気）�� ８８２９（５番人気）
３連複票数 計 ４８５２９９ 的中 ��� ６８６３７（２番人気）
３連単票数 計 ９５９３０８ 的中 ��� ５３５８２（２番人気）

上り １マイル １：４９．４ ４F ５２．０－３F ３８．９
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノバッチグー �
�
父 トワイニング �

�
母父 Fappiano デビュー ２００８．６．２８ 阪神３着

２００６．３．２９生 牡６鹿 母 チャーミングファピアノ 母母 Charming Story 障害：３戦１勝 賞金 １２，７００，０００円
〔競走中止〕 ブルーデザフィーオ号は，２周目５号障害〔いけ垣〕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。
（非抽選馬） ２頭 アイティゴールド号・クリノダイヤモンド号



０００６５ １月２１日 雨 稍重 （２４中山１）第６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

４８ ソルレヴァンテ 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 ４６６－ ４２：０４．８ ３．９�

６１２ マイネルピトレスク 牡３黒鹿５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 利章 新冠 ビッグレッドファーム ４７２－ ４２：０５．２２� ５．９�

２４ ハンサムボーイ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４５６－ ２ 〃 クビ １４．４�
３６ プレミアムタイム 牡３栗 ５６ 三浦 皇成 �社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム ４９６＋ ２ 〃 ハナ ３．２�
６１１ キョウエイマイン 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣田中 晴夫氏 石毛 善彦 新冠 小泉牧場 ４２２± ０２：０５．３クビ ２２．０�
８１６ リードホイッスル 牡３鹿 ５６ 津村 明秀 �キャロットファーム 松山 康久 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０－ ６２：０５．６１� ４５．７	
７１３ マイネアスタリスク 牝３鹿 ５４ 戸崎 圭太 �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 ４１６－ ６２：０５．８１� ５６．０

（大井）

１１ ネームオブザゲーム 牡３黒鹿５６ 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム ５０２＋ ６ 〃 アタマ １３．０�

５１０ ラ ス リ ー ズ 牝３栃栗５４ 蛯名 正義 �キャロットファーム 勢司 和浩 日高 待兼牧場 ４５２＋ ４２：０５．９� ６．９�
３５ レッドロブレス 牡３黒鹿５６ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 ４７０＋ ８２：０６．３２� ３３．０
２３ グランシャルム 牝３栗 ５４ 田中 勝春 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４５０± ０２：０６．４� １４．０�
４７ ローズジュリエット 牝３鹿 ５４ 武士沢友治杉山 忠国氏 古賀 史生 新ひだか 中村 和夫 ４７８－１２２：０６．５� ５２．０�
５９ マイネルサムアップ 牡３鹿 ５６ 鈴来 直人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 中村農場 ４１０＋１４ 〃 ハナ １５８．１�
８１５ フジマサアクティブ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝藤原 正一氏 菊川 正達 洞爺湖 メジロ牧場 ４３４－ ２２：０７．２４ １９６．１�
７１４ パストラルシチー 牡３鹿 ５６ 丸山 元気 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 日高 幾千世牧場 ４６４＋ ８２：０８．５８ ２７４．７�
１２ パ イ ク ー ヤ 牡３鹿 ５６ 的場 勇人西森 鶴氏 的場 均 新冠 隆栄牧場 ４８２－ ４２：０８．７１ ４０８．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，７７６，１００円 複勝： ４１，９５７，５００円 枠連： １６，５２０，７００円

馬連： ５９，８９７，１００円 馬単： ３８，７４１，１００円 ワイド： ２５，３７０，７００円

３連複： ７１，５５８，６００円 ３連単： １１１，７７１，７００円 計： ３８６，５９３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １７０円 � ２１０円 � ４３０円 枠 連（４－６） ９７０円

馬 連 �� １，３１０円 馬 単 �� ２，５４０円

ワ イ ド �� ５３０円 �� １，２８０円 �� １，７２０円

３ 連 複 ��� １０，１５０円 ３ 連 単 ��� ４０，０７０円

票 数

単勝票数 計 ２０７７６１ 的中 � ４２５０５（２番人気）
複勝票数 計 ４１９５７５ 的中 � ７６０５０（２番人気）� ５４８８９（３番人気）� ２０７５３（７番人気）
枠連票数 計 １６５２０７ 的中 （４－６） １２６３０（５番人気）
馬連票数 計 ５９８９７１ 的中 �� ３３９２６（４番人気）
馬単票数 計 ３８７４１１ 的中 �� １１２８９（７番人気）
ワイド票数 計 ２５３７０７ 的中 �� １２７９６（４番人気）�� ４７６６（１６番人気）�� ３４７８（１９番人気）
３連複票数 計 ７１５５８６ 的中 ��� ５２０８（３１番人気）
３連単票数 計１１１７７１７ 的中 ��� ２０５９（１２０番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１２．９―１２．５―１２．９―１２．４―１２．６―１２．５―１２．５―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．０―３６．９―４９．４―１：０２．３―１：１４．７―１：２７．３―１：３９．８―１：５２．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ソルレヴァンテ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１２．１．５ 中山２着

２００９．２．２６生 牡３鹿 母 ヒシバイタル 母母 バードキャット ２戦１勝 賞金 ７，４００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 トーセンプラネット号・マイネルリヒト号
※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。

０００６６ １月２１日 小雨 稍重 （２４中山１）第６日 第６競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０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

６１２ アルコシエロ 牝３栗 ５４
５１ ▲嶋田 純次 �MSプランニング 高市 圭二 新ひだか 畠山牧場 ４０４ ―１：４２．３ ９９．９�

７１３ メイクイーン 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣伊東 純一氏 杉浦 宏昭 日高 ヤナガワ牧場 ４７４ ―１：４２．５１� ２６．０�
３５ ブリングスザサン 牡３黒鹿５６ 田中 博康 �グリーンファーム 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４５８ ― 〃 アタマ ４．１�
３６ アイアイエンデバー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲平野 優齊藤 敬氏 小島 茂之 新冠 つつみ牧場 ４５４ ―１：４２．６� ８９．６�
７１４ ディアーフォンテン 牝３黒鹿５４ 木幡 初広吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド ４１４ ―１：４２．８１� １２．３�
１２ ニシノウマノスケ 牡３栗 ５６ 北村 宏司西山 茂行氏 田村 康仁 新冠 川上牧場 ４５４ ―１：４２．９� ５９．１�
４７ ワンダフルパワフル 牡３鹿 ５６ T．クウィリー星野 壽市氏 相沢 郁 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２４ ―１：４３．１１� ７．７	
（英）

６１１ シーキングザルビー 牝３栗 ５４ 吉田 豊青山 洋一氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 ４４４ ― 〃 クビ ５．２

８１５ ターフアクトレス 牝３鹿 ５４ 水出 大介千葉 正人氏 中川 公成 新ひだか 白井 吉美 ４２０ ―１：４３．２� ３５９．０�
５９ アースワンドリーム 牡３鹿 ５６ 山本 康志松山 増男氏 宗像 義忠 新ひだか 長手 猛 ４８４ ―１：４３．３� ２５．２�
１１ ブライアンズビート 牝３黒鹿５４ 柴田 大知西城 公雄氏 中川 公成 日高 メイプルファーム ４４４ ―１：４３．５１� ３２．４
８１６ リスキートウショウ 牝３鹿 ５４ 今野 忠成トウショウ産業� 柴田 政人 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４３８ ―１：４３．６� １３５．７�

（川崎）

５１０ ビ ジ ャ リ カ 牝３黒鹿５４ 戸崎 圭太有限会社シルク斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２０ ― 〃 クビ ３．４�

（大井）

２４ アスクマイカクテル 牝３栗 ５４ 丸山 元気 �社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム ４１６ ―１：４３．７� ７．５�
４８ サンマルボーン 牡３鹿 ５６

５３ ▲高嶋 活士相馬 勇氏 武藤 善則 むかわ 真壁 信一 ４８６ ―１：４３．８クビ ７２．８�
２３ セイユウボス 牡３栗 ５６ 大庭 和弥松岡 正二氏 鈴木 伸尋 むかわ 大頭 忠典 ４６０ ―１：４５．３９ ５６．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，１７３，９００円 複勝： ２５，７６４，２００円 枠連： １４，３７７，１００円

馬連： ４７，９８６，３００円 馬単： ３０，３８１，０００円 ワイド： １８，８０４，８００円

３連複： ５４，３４１，７００円 ３連単： ８４，６９０，２００円 計： ２９３，５１９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９，９９０円 複 勝 � ２，６４０円 � ６７０円 � １９０円 枠 連（６－７） ２，１２０円

馬 連 �� ６７，２００円 馬 単 �� ２９８，９５０円

ワ イ ド �� １９，０７０円 �� ６，６６０円 �� ２，５５０円

３ 連 複 ��� ２４０，１５０円 ３ 連 単 ��� １，８９３，９９０円

票 数

単勝票数 計 １７１７３９ 的中 � １３５６（１４番人気）
複勝票数 計 ２５７６４２ 的中 � ２０７２（１５番人気）� ８９４６（８番人気）� ４８３５０（２番人気）
枠連票数 計 １４３７７１ 的中 （６－７） ５０１２（１２番人気）
馬連票数 計 ４７９８６３ 的中 �� ５２７（８５番人気）
馬単票数 計 ３０３８１０ 的中 �� ７５（２１０番人気）
ワイド票数 計 １８８０４８ 的中 �� ２４０（９６番人気）�� ６９２（５６番人気）�� １８４７（２４番人気）
３連複票数 計 ５４３４１７ 的中 ��� １６７（３１３番人気）
３連単票数 計 ８４６９０２ 的中 ��� ３３（２０３１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．０―２５．５―３８．８―５２．３―１：０５．８―１：１８．６―１：３０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F５０．０―３F３６．５

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

勝馬の
紹 介

アルコシエロ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 サツカーボーイ 初出走

２００９．３．２１生 牝３栗 母 キ ボ ウ 母母 セ イ メ イ 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３１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）３１頭 アズキ号・アラマサスカイ号・アンジェリカシード号・ヴォードヴィリアン号・エスキナンサス号・

エンムハチナナ号・キネオシルバー号・ケイアイアンヘル号・コウヨウアレス号・コトブキセンプウ号・
シンチノクリチャン号・ステップアヘッド号・タイセイデステニー号・ダイワパーチェス号・ダイワベスパー号・
トウカイチェッカー号・トウカイマルシェ号・トレーロマタドール号・ニシノセルヴァ号・ニットウビクトリー号・
ヒカルエイジェンヌ号・マウントセンス号・マッドパイ号・メルクリオス号・モジュラーフォーム号・
ライズアゲイン号・ランローララン号・リトルシェフ号・リムピッドメロディ号・レイカーラ号・レッドクリフ号

※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。



０００６７ １月２１日 小雨 稍重 （２４中山１）第６日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時２０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，４歳５４�５歳以上５５�
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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

４６ ユメノトキメキ 牝５鹿 ５５ 北村 宏司諸江 幸祐氏 勢司 和浩 浦河 多田 善弘 ４８６＋２０１：５４．９ １８．８�

６１０ テキサスルビー 牝４青 ５４ 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４２８－ ２ 〃 クビ ５．１�
（大井）

２３ ヤマニンパソドブル 牝５青鹿５５ 吉田 豊土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ４７４＋１２１：５５．０� ５．８�
３４ � モエレアイドル 牝６黒鹿５５ 後藤 浩輝阿部 紀子氏 清水 利章 新ひだか 中村 和夫 ４６２－ ６ 〃 アタマ ３．４�
７１２ メイショウラグーナ 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義松本 好�氏 中野 栄治 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４６０＋１４１：５５．４２� ４．３�
４７ � マ レ ン カ ヤ 牝４鹿 ５４

５１ ▲平野 優加藤 厚子氏 松永 康利 新冠 大狩部牧場 ４５６＋ ３１：５５．７２ ５７．５	
５８ オペラフォンテン 牝４栗 ５４ 木幡 初広吉橋 計氏 柴崎 勇 浦河 中脇 満 ４６２＋ ８ 〃 ハナ ６１．５

５９ ニシノキュアノス 牝５青鹿５５ 柴田 善臣西山 茂行氏 伊藤 圭三 むかわ 西山牧場 ５１２＋ ８１：５６．３３� ３８．９�
２２ バレドクール 牝４青鹿５４ 田辺 裕信 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４８４± ０１：５６．４� ２６．８�
３５ カフェローレル 牝４青鹿５４ 津村 明秀西川 光一氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ４６０＋２６１：５６．８２� ４６．４
１１ アフィントン 牝４栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４５８± ０１：５６．９クビ １７．８�
６１１ オ ネ ス ト 牝５黒鹿５５ 柴田 大知�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム ４３２＋２０１：５７．５３� ２１７．９�
８１５� モンテローザ 牝５鹿 ５５ T．クウィリー前迫 義幸氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム ４６４－１８１：５７．６� ６６．１�

（英）

８１４ キングダンサー 牝４鹿 ５４ 丸山 元気菅原 光博氏 田村 康仁 新ひだか 沖田 哲夫 ４８４＋２２１：５７．７� １０．６�
７１３� アドマイヤキャロル 牝５黒鹿５５ 田中 博康近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４８６＋ ６ 〃 クビ ３７．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，０７０，２００円 複勝： ３８，６６５，５００円 枠連： １６，０７９，６００円

馬連： ６５，２１５，６００円 馬単： ３７，７８４，０００円 ワイド： ２４，９９８，４００円

３連複： ７４，８６５，７００円 ３連単： １１６，４９４，１００円 計： ３９４，１７３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８８０円 複 勝 � ５９０円 � ２２０円 � ２１０円 枠 連（４－６） ４，５５０円

馬 連 �� ４，９３０円 馬 単 �� １１，８９０円

ワ イ ド �� １，３３０円 �� １，５８０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� ８，８５０円 ３ 連 単 ��� ８２，９１０円

票 数

単勝票数 計 ２００７０２ 的中 � ８４１４（７番人気）
複勝票数 計 ３８６６５５ 的中 � １４０７６（７番人気）� ４９４０３（４番人気）� ５６０００（３番人気）
枠連票数 計 １６０７９６ 的中 （４－６） ２６１２（１９番人気）
馬連票数 計 ６５２１５６ 的中 �� ９７６７（１７番人気）
馬単票数 計 ３７７８４０ 的中 �� ２３４６（３８番人気）
ワイド票数 計 ２４９９８４ 的中 �� ４５６１（１５番人気）�� ３８０６（１７番人気）�� ９２７３（６番人気）
３連複票数 計 ７４８６５７ 的中 ��� ６２４９（２６番人気）
３連単票数 計１１６４９４１ 的中 ��� １０３７（２３９番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．４―１３．５―１３．０―１２．６―１２．３―１２．４―１２．２―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２５．２―３８．７―５１．７―１：０４．３―１：１６．６―１：２９．０―１：４１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．６―３F３８．３
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ユメノトキメキ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ポリッシュネイビー デビュー ２００９．９．５ 新潟６着

２００７．３．１７生 牝５鹿 母 バトルカグヤ 母母 メイクミーレインボーズ １７戦３勝 賞金 ２８，８７８，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

０００６８ １月２１日 小雨 稍重 （２４中山１）第６日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５０分 （ダート・右）

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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

５１０ オリオンザポラリス 牡５黒鹿５７ 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 大塚牧場 ４６２± ０１：１１．２ ２．３�

８１５ ウネントリッヒ 牝５栗 ５５ 柴田 善臣宮田 直也氏 藤原 辰雄 浦河 大西牧場 ４７０＋ ２１：１１．３� １２．０�
８１６ トーセントレジャー 牡４鹿 ５６

５３ ▲高嶋 活士島川 �哉氏 柴崎 勇 新ひだか 矢野牧場 ４８８＋ ４１：１１．４クビ １４．６�
７１４ オ リ ジ ン �４鹿 ５６ 吉田 豊岡田 牧雄氏 田島 俊明 浦河 桑田フアーム ４７０－ ４１：１１．５� １３．６�
２４ � ア マ レ ッ ト 牝４鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次�イージス 石毛 善彦 新ひだか 大滝 康晴 ４４８－ ３１：１１．６クビ ８９．６�
６１１ サトノディライト 牡５鹿 ５７ 戸崎 圭太里見 治氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５０４＋１４ 〃 ハナ ５．３	

（大井）

１１ � アランルース �４栃栗５６ T．クウィリー
日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 ４５４± ０１：１１．７� ８．４�
（英）

２３ プ ロ ポ ー ズ 牝５鹿 ５５ 三浦 皇成河村 祥史氏 鹿戸 雄一 浦河 吉田 又治 ４８０± ０１：１２．０２ ２４．２�
５９ リュウシンヒーロー 牡４鹿 ５６ 石橋 脩桑畑 �信氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４５６＋ ８１：１２．１クビ ８９．４
４８ � レチタティーヴォ 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝山上 和良氏 中川 公成 日高 横井 哲 ４６０± ０１：１２．２� ２０．２�
１２ ロイヤルサルート 牡４栗 ５６

５３ ▲平野 優臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ５０４＋２４１：１２．３� １０９．３�
３５ キョウエイショウリ 牡４黒鹿５６ 岩部 純二田中 晴夫氏 中川 公成 浦河 山口 義彦 ４５０－ ４１：１２．７２� ３７．０�
３６ � ツクバソヴール 牡５黒鹿５７ 木幡 初広細谷 武史氏 田中 清隆 新冠 長浜 秀昭 ４９８＋ ４１：１２．９１	 １６７．３�
７１３ パシオンルージュ 牝４鹿 ５４ 武士沢友治吉田 和美氏 和田正一郎 新ひだか 松田牧場 ４７８± ０１：１３．０� ８．６�
６１２� キャニオンルナ 牝５鹿 ５５ 丸山 元気
谷川牧場 菅原 泰夫 浦河 谷川牧場 ５１０－１０１：１３．１� １８４．５�
４７ サンパチェンス 牡５鹿 ５７ 柴田 大知南 �幸氏 高木 登 浦河 目名太山口

牧場 ４６２－ ２１：１３．２クビ １６８．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，３１４，０００円 複勝： ４９，１７３，４００円 枠連： ２２，７９６，２００円

馬連： ７９，９１０，４００円 馬単： ５０，９６６，８００円 ワイド： ３３，０２０，５００円

３連複： ９５，０４７，２００円 ３連単： １６６，０２０，９００円 計： ５２４，２４９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １２０円 � ２３０円 � ３６０円 枠 連（５－８） ５３０円

馬 連 �� ８９０円 馬 単 �� １，３２０円

ワ イ ド �� ３８０円 �� ５６０円 �� １，６８０円

３ 連 複 ��� ３，１１０円 ３ 連 単 ��� １０，４６０円

票 数

単勝票数 計 ２７３１４０ 的中 � ９６７６６（１番人気）
複勝票数 計 ４９１７３４ 的中 � １６０６８２（１番人気）� ４８１７４（４番人気）� ２５７４８（７番人気）
枠連票数 計 ２２７９６２ 的中 （５－８） ３２１５０（２番人気）
馬連票数 計 ７９９１０４ 的中 �� ６６６７４（４番人気）
馬単票数 計 ５０９６６８ 的中 �� ２８６０３（３番人気）
ワイド票数 計 ３３０２０５ 的中 �� ２３４６３（４番人気）�� １４６１５（５番人気）�� ４４１５（１８番人気）
３連複票数 計 ９５０４７２ 的中 ��� ２２６０５（１２番人気）
３連単票数 計１６６０２０９ 的中 ��� １１７１７（２０番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．１―１１．９―１２．３―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３３．７―４５．６―５７．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オリオンザポラリス �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー ２００９．７．２５ 新潟４着

２００７．４．２０生 牡５黒鹿 母 オリオンザヴィアン 母母 ファインハッピー １８戦３勝 賞金 ４０，６１５，０００円
〔制裁〕 パシオンルージュ号の騎手武士沢友治は，発走後まもなく外側に斜行したことについて戒告。（１４番への進路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 コーンドリー号・スマートレモラ号
※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。



０００６９ １月２１日 小雨 稍重 （２４中山１）第６日 第９競走 ��１，６００�
な はな

菜 の 花 賞
発走１４時２５分 （芝・右・外）

牝，３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 ９，５００，０００円 ３，８００，０００円 ２，４００，０００円 １，４００，０００円 ９５０，０００円
付 加 賞 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．４

良

良

３６ パララサルー 牝３鹿 ５４ 北村 宏司�G１レーシング 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４６＋ ２１：３６．２ ３．６�

８１５ メイショウスザンナ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信松本 好�氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 ４４４－ ２１：３６．４１� ３５．８�
３５ トランドネージュ 牝３栗 ５４ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム ４７０－ ２１：３６．５� ３．７�
２３ ダイワカリエンテ 牝３栗 ５４ 柴田 大知大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４４２－ ４１：３６．７１� ５０．０�
５１０ ミヤコマンハッタン 牝３鹿 ５４ 石橋 脩吉田喜代司氏 土田 稔 浦河 杵臼牧場 ４８６＋１２１：３６．８クビ ７．２	
８１６ クイーンアルタミラ 牝３黒鹿５４ 丸山 元気柏瀬 公子氏 鈴木 康弘 新ひだか マルショウ牧場 ４６８± ０ 〃 クビ １１．８

１２ サンキューアスク 牝３黒鹿５４ 武士沢友治廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４８４＋ ２１：３７．０１ ５．９�
６１１ テラノイロハ 牝３青鹿５４ 柴山 雄一寺田 寿男氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４３６＋ ２１：３７．１� ４３．９�
２４ ハッピーシャワー 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝馬場 幸夫氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４７８＋ ８ 〃 クビ ２７．０
４８ ハナズゴール 牝３栗 ５４ 蛯名 正義M．タバート氏 加藤 和宏 浦河 不二牧場 ４２８＋１４１：３７．２� １１．９�
４７ コ リ ー ヌ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４４＋１０１：３７．３� １４．６�
７１３ ヒシマーベラス 牝３青 ５４ 田中 勝春阿部雅一郎氏 加藤 和宏 浦河 中村 雅明 ４７６＋ ６１：３７．７２� ８９．７�
７１４ エキゾチックバニラ 牝３芦 ５４ 大庭 和弥 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４４８＋ ２１：３８．１２� ２５０．２�
６１２� チェレンコフ 牝３栗 ５４ 今野 忠成吉田 照哉氏 川島 正行 千歳 社台ファーム ４５２＋１０１：３８．３１ ５２．６�

（船橋） （川崎）

５９ グラントリノ 牝３栗 ５４ 田中 博康加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 ４２８－ ２１：３８．６２ ８７．１�
１１ � ハニーハート 牝３黒鹿５４ 戸崎 圭太篠田くみ子氏 小久保 智 新冠 ヤマタケ牧場 ４３２＋１０１：３８．９１� ９２．６�

（浦和） （大井）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，１３０，９００円 複勝： ６０，７５９，５００円 枠連： ３５，２４０，９００円

馬連： １２４，２６３，３００円 馬単： ６９，５４０，０００円 ワイド： ４３，７６３，８００円

３連複： １４２，３８４，７００円 ３連単： ２５６，２１２，８００円 計： ７６６，２９５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １５０円 � ５４０円 � １６０円 枠 連（３－８） ７９０円

馬 連 �� ６，６１０円 馬 単 �� ７，６２０円

ワ イ ド �� １，９６０円 �� ３００円 �� ２，２５０円

３ 連 複 ��� ６，８３０円 ３ 連 単 ��� ４２，４６０円

票 数

単勝票数 計 ３４１３０９ 的中 � ７５５１５（１番人気）
複勝票数 計 ６０７５９５ 的中 � １２８２２１（１番人気）� ２０３９３（８番人気）� １１４９８４（２番人気）
枠連票数 計 ３５２４０９ 的中 （３－８） ３３０１８（５番人気）
馬連票数 計１２４２６３３ 的中 �� １３８８３（２４番人気）
馬単票数 計 ６９５４００ 的中 �� ６７４３（２６番人気）
ワイド票数 計 ４３７６３８ 的中 �� ５０２２（２３番人気）�� ４３６８６（１番人気）�� ４３６７（２６番人気）
３連複票数 計１４２３８４７ 的中 ��� １５４０３（２２番人気）
３連単票数 計２５６２１２８ 的中 ��� ４４５４（１１７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．７―３５．５―４７．５―５９．８―１：１２．０―１：２４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．７―３F３６．４

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

勝馬の
紹 介

パララサルー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Stuka デビュー ２０１１．９．１９ 札幌２着

２００９．１．１９生 牝３鹿 母 タンタスエルテ 母母 Trapial ３戦２勝 賞金 １７，６５０，０００円
※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。

０００７０ １月２１日 小雨 稍重 （２４中山１）第６日 第１０競走 ��
��２，０００�

し の の め

東 雲 賞
発走１５時００分 （芝・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
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 ２４５，０００円 ７０，０００円 ３５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．２
１：５６．１

良

良

８１０ サトノシュレン 牡４黒鹿５６ 蛯名 正義里見 治氏 村山 明 浦河 昭和牧場 ４７６－ ４２：０３．２ ３．７�

５５ イ チ ブ ン 牡５青鹿５７ 柴田 善臣山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 水上 習孝 ５０４＋ ６２：０３．５１� ２．５�
７７ コスモバタフライ 牝４黒鹿５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 小河 豊水 ４６２－ ２２：０４．１３� ３．７�
６６ ビューティファイン 牝６栗 ５５ 田辺 裕信阿部 紀子氏 清水 利章 静内 千代田牧場 ５０２＋ ８２：０４．４１� １５．６�
８９ クロカンブッシュ 牝８鹿 ５５ 今野 忠成青芝商事� 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４６６＋ ６２：０４．７１� １３１．２�

（川崎）

７８ グリッドマトリクス 牡６鹿 ５７ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 バンダム牧場 ５２４＋ ２ 〃 クビ ４９．９	
１１ アルマトゥーラ 牡５芦 ５７ 柴山 雄一コウトミックレーシング 斎藤 誠 日高 浦新 徳司 ４７２＋１０２：０５．１２� １８．０

４４ メジロミドウ 牝４黒鹿５４ 小野寺祐太岩� 伸道氏 萱野 浩二 洞爺湖 メジロ牧場 ４４２± ０２：０５．２� ３６．９�
２２ ネオスピリッツ 牡７鹿 ５７ 北村 宏司 �サンデーレーシング 木村 哲也 早来 ノーザンファーム ４７４－ ６２：０５．３クビ ７２．６�
３３ マツリダガッツ 牡６黒鹿５７ 後藤 浩輝�橋 文枝氏 国枝 栄 日高 賀張三浦牧場 ４９４＋ ４２：０５．５１	 ７．９

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３２，６５４，０００円 複勝： ４５，９６５，５００円 枠連： ２０，４８１，５００円

馬連： １１３，０９３，８００円 馬単： ７０，７８５，３００円 ワイド： ３４，９４４，２００円

３連複： １１５，４９３，５００円 ３連単： ２８５，８０７，４００円 計： ７１９，２２５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � １２０円 枠 連（５－８） ４３０円

馬 連 �� ４６０円 馬 単 �� ９４０円

ワ イ ド �� １９０円 �� ２６０円 �� １７０円

３ 連 複 ��� ４６０円 ３ 連 単 ��� ２，３２０円

票 数

単勝票数 計 ３２６５４０ 的中 � ７０３６１（２番人気）
複勝票数 計 ４５９６５５ 的中 � ８２９８２（３番人気）� １２８０８７（１番人気）� ９７７２９（２番人気）
枠連票数 計 ２０４８１５ 的中 （５－８） ３５５４５（２番人気）
馬連票数 計１１３０９３８ 的中 �� １８３１９８（２番人気）
馬単票数 計 ７０７８５３ 的中 �� ５５７８１（３番人気）
ワイド票数 計 ３４９４４２ 的中 �� ４８８５５（２番人気）�� ２９１３９（３番人気）�� ５５３４６（１番人気）
３連複票数 計１１５４９３５ 的中 ��� １８７２０８（１番人気）
３連単票数 計２８５８０７４ 的中 ��� ９１０３４（３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１３．５―１２．４―１２．９―１２．４―１２．３―１１．９―１１．６―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．７―３７．２―４９．６―１：０２．５―１：１４．９―１：２７．２―１：３９．１―１：５０．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．３―３F３６．０
１
３
４（３，８）７（１，１０）－２，５－（９，６）・（４，３）（８，１０）１，７（９，５）２，６

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

JRA育成馬

勝馬の
紹 介

サトノシュレン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 エ ル ハ ー ブ デビュー ２０１１．１．２３ 小倉１着

２００８．５．１７生 牡４黒鹿 母 レッドダイヤモンド 母母 マチカネエルベ ９戦３勝 賞金 ４０，１５２，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※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。



０００７１ １月２１日 小雨 稍重 （２４中山１）第６日 第１１競走 ��
��１，８００�アレキサンドライトステークス

発走１５時３５分 （ダート・右）
４歳以上，１，６００万円以下，２３．１．２２以降２４．１．１５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 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

４８ ゴールデンチケット 牡６黒鹿５８ 横山 典弘 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ５０８＋ ２１：５１．８ ３．９�

３５ マイネルオベリスク 牡５鹿 ５７ 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 赤石 久夫 ４８６－ ２ 〃 クビ ５．３�

（大井）

１２ グリッターウイング 牡５栗 ５７．５ 後藤 浩輝吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５２０＋ ４１：５２．３３ ９．８�
６１２ ス エ ズ �７鹿 ５６ 柴田 大知吉田 和美氏 吉田 直弘 門別 日高大洋牧場 ５１６－ ８１：５２．９３� １５．５�
４７ ベルモントガリバー 牡６鹿 ５４ 田中 勝春 �ベルモントファーム 古賀 史生 新冠 ベルモント

ファーム ５２２－ ２ 〃 クビ ９８．６�
２４ ダートムーア 牝４鹿 ５３ 丸山 元気吉田 和美氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４６６± ０１：５３．０クビ １３．３	
６１１ コスタパルメーラ 牡４黒鹿５５ 吉田 豊吉田 照哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B４８０＋ ６ 〃 クビ ５．７

５９ リ コ リ ス 牝６鹿 ５３ 田辺 裕信諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ５１８＋ ４１：５３．２１� １１．０�
８１５� ヒシパーフェクト 牡６鹿 ５４ 木幡 初広阿部雅一郎氏 久保田貴士 米 Thomas L.

Nichols ４７６± ０ 〃 ハナ １７３．０�
２３ スーブルソー 牡５鹿 ５５ 石橋 脩 �キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム ５１４＋ ２１：５３．３クビ ６．１
３６ アグネスアンカー 牡６鹿 ５５ 的場 勇人渡辺 孝男氏 的場 均 新冠 中地 康弘 ５５６＋ ４ 〃 クビ １９１．３�
７１４ ド ッ ト コ ム 牡７鹿 ５５ 蛯名 正義青山 洋一氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４８４＋ ２ 〃 ハナ １２．８�
１１ ノーリプライ �８芦 ５５ 今野 忠成�瀬 真尚氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ５０４＋１０１：５３．４� ２２１．０�

（川崎）

５１０ ポーカーフェイス 牡８栗 ５４ 柴山 雄一前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０４＋ ２１：５３．５� ２８２．７�
７１３ ラ ル ー チ ェ 牝６芦 ５２ 嶋田 純次植中 倫子氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ５００－ ２１：５３．８１	 ４１．２�
８１６ ウインマリアベール 牝５栗 ５４ 中谷 雄太�ウイン 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４５２± ０１：５４．６５ ９４．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５６，０１９，１００円 複勝： １０１，６３５，４００円 枠連： ６６，１２５，７００円

馬連： ３２２，８００，４００円 馬単： １５４，４５７，７００円 ワイド： ９４，３３９，６００円

３連複： ３８６，７１９，０００円 ３連単： ７００，８６９，６００円 計： １，８８２，９６６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １７０円 � １８０円 � ２８０円 枠 連（３－４） １，０２０円

馬 連 �� １，０２０円 馬 単 �� １，９００円

ワ イ ド �� ３８０円 �� ６６０円 �� ９１０円

３ 連 複 ��� ２，６１０円 ３ 連 単 ��� １０，６００円

票 数

単勝票数 計 ５６０１９１ 的中 � １１４４５９（１番人気）
複勝票数 計１０１６３５４ 的中 � １８１５７３（１番人気）� １６７３１４（２番人気）� ８０３１５（６番人気）
枠連票数 計 ６６１２５７ 的中 （３－４） ４７９７１（４番人気）
馬連票数 計３２２８００４ 的中 �� ２３４３３６（１番人気）
馬単票数 計１５４４５７７ 的中 �� ６０２１１（１番人気）
ワイド票数 計 ９４３３９６ 的中 �� ６５７９８（１番人気）�� ３４７６２（５番人気）�� ２４１５２（１０番人気）
３連複票数 計３８６７１９０ 的中 ��� １０９７５３（３番人気）
３連単票数 計７００８６９６ 的中 ��� ４８８２４（６番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．１―１２．６―１２．７―１２．１―１１．８―１２．０―１２．２―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２５．０―３７．６―５０．３―１：０２．４―１：１４．２―１：２６．２―１：３８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．４―３F３７．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ゴールデンチケット �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１０．１９ 東京３着

２００６．３．２生 牡６黒鹿 母 アグネスショコラ 母母 スキーパラダイス １６戦１勝 賞金 １０５，４３１，０００円
［他本会外：５戦２勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１０頭 アストレーション号・インフィニットエア号・ガンマーバースト号・グラヴィテーション号・コルポディヴェント号・

タナトス号・ナリタシルクロード号・プレファシオ号・マエストラーレ号・ロンギングスター号
※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。

０００７２ １月２１日 小雨 稍重 （２４中山１）第６日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１０分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 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 スノードラゴン 牡４芦 ５６ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 高木 登 新冠 イワミ牧場 ５０６＋ ６１：１０．８ ３．８�

６１２ ミヤビヘレネ 牝４鹿 ５４ 吉田 豊村上 義勝氏 尾関 知人 浦河 大成牧場 ５００＋１２１：１０．９� １４．２�
７１４ ガ ク ニ ホ シ 牡６鹿 ５７ 柴田 善臣矢野喜代春氏 伊藤 伸一 静内 マークリ牧場 ４９６＋ ４１：１１．０� ８．２�
５９ クォリティシーズン 牝４黒鹿５４ 三浦 皇成水野 英樹氏 武藤 善則 新ひだか 前川牧場 ４３６＋ ２１：１１．１クビ ３８．１�
４８ リックムファサ 牡４鹿 ５６ 戸崎 圭太山邉 浩氏 清水 英克 新ひだか 藤巻 則弘 ４８０＋ ８１：１１．３１� １０．９�

（大井）

６１１ コスモミカエル 牡５黒鹿５７ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高柳 瑞樹 新冠 中央牧場 ５１６＋１２１：１１．５１� ３５９．６�
２３ ル ナ ロ ッ ソ 牝６栗 ５５ 後藤 浩輝木浪 巖氏 杉浦 宏昭 静内 西川富岡牧場 ５１４－ ４１：１１．６	 １０７．２	
２４ クロフォード 牝５青 ５５

５２ ▲平野 優 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム ４７８＋ ８１：１１．７クビ ７．０

１１ エイブルサクセス 牡４鹿 ５６ 木幡 初広中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 山際牧場 ５６４＋ ６１：１１．８	 １１．１�
７１３
 ギ ガ ワ ッ ト 牡５黒鹿５７ 丸山 元気�木村牧場 高橋 裕 日高 木村牧場 ５３８＋ ８ 〃 ハナ ２０．０�
５１０ 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 ４８８－ ４１：１１．９	 ３．７
８１５ シャトルアップ 牡４栗 ５６ 北村 宏司広尾レース� 藤沢 和雄 様似 清水スタッド ５２８＋ ８１：１２．１１ ２１．３�
８１６ エイブルブラッド 牡４鹿 ５６ 今野 忠成吉田 照哉氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ５０４＋ ２１：１２．５２	 ２１．８�

（川崎）

１２ � ワイズドリーム 牝６栗 ５５ 石橋 脩吉田 好雄氏 天間 昭一 米 Eclipse Thor-
oughbreds Inc. ４９８＋１０１：１２．８２ ２６８．０�

３５ メイクセンス 牡７栗 ５７ 津村 明秀平田 修氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム ５０２＋１２１：１３．０１� ７７．４�
３６ � カフェアラジン 牡６鹿 ５７ 田中 勝春西川 恭子氏 松山 康久 米 Spooky Hollow

Racing, Inc. B５２６＋１２１：１３．２１ １２７．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４４，６２０，０００円 複勝： ７７，０８４，０００円 枠連： ４１，１４４，９００円

馬連： １５７，４８６，２００円 馬単： ８３，３５５，２００円 ワイド： ５２，８９２，２００円

３連複： １８５，１３１，４００円 ３連単： ３２７，１２２，８００円 計： ９６８，８３６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １８０円 � ３６０円 � ２４０円 枠 連（４－６） １，９８０円

馬 連 �� ２，７５０円 馬 単 �� ４，６４０円

ワ イ ド �� ９５０円 �� ５４０円 �� １，５５０円

３ 連 複 ��� ６，４９０円 ３ 連 単 ��� ３３，１９０円

票 数

単勝票数 計 ４４６２００ 的中 � ９４９４６（２番人気）
複勝票数 計 ７７０８４０ 的中 � １４０１５１（２番人気）� ４７５５２（７番人気）� ８５４３８（４番人気）
枠連票数 計 ４１１４４９ 的中 （４－６） １５３４８（１０番人気）
馬連票数 計１５７４８６２ 的中 �� ４２４０６（１２番人気）
馬単票数 計 ８３３５５２ 的中 �� １３２５８（１７番人気）
ワイド票数 計 ５２８９２２ 的中 �� １３６４５（１１番人気）�� ２５６１９（２番人気）�� ８０３０（２２番人気）
３連複票数 計１８５１３１４ 的中 ��� ２１０７８（１７番人気）
３連単票数 計３２７１２２８ 的中 ��� ７２７５（９３番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．１―１０．９―１２．２―１２．５―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２１．９―３２．８―４５．０―５７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．９―３F３８．０
３ ６（１，１２，１５）－７（２，１３）５（４，９，１４）１１，１６（３，８，１０） ４ ６（１２，１５）（１，７）－（２，１３）（４，１４）５，９（１１，１６，１０）（３，８）

勝馬の
紹 介

スノードラゴン �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 タヤスツヨシ デビュー ２０１０．８．２８ 新潟２着

２００８．４．６生 牡４芦 母 マイネカプリース 母母 ダイナカプリ １０戦３勝 賞金 ３４，５２０，０００円
〔制裁〕 コスモミカエル号の騎手柴田大知は，最後の直線コースで蛇行したことについて過怠金５０，０００円。（２番・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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ７頭 エーシンハダル号・オクルス号・クラウンリバー号・セイウンリファイン号・モエレデフィニット号・

モリトブイコール号・ユメノキズナ号
※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。



（２４中山１）第６日 １月２１日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８３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

１８５，９６０，０００円
２，０８０，０００円
７，１６０，０００円
１，３４０，０００円
１６，５８０，０００円
６３，１８１，０００円
５，４３２，８００円
１，７５６，８００円

勝馬投票券売得金
３２２，６６２，９００円
５８６，１５３，１００円
２８６，８０３，８００円
１，１４８，３１２，８００円
６７２，５６３，９００円
４０８，２１１，５００円
１，３５４，２４３，２００円
２，４４９，４２８，０００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ７，２２８，３７９，２００円

総入場人員 １５，３９７名 （有料入場人員 １３，８３２名）


