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０００７３ １月２２日 雨 不良 （２４中山１）第７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）

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

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

５１０ ジャーフライト 牝３青 ５４ 三浦 皇成本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか マークリ牧場 ４７２－ ２１：１１．８ １．８�

１１ ベストミニオン 牝３鹿 ５４ 武士沢友治古川 嘉治氏 加藤 和宏 日高 豊洋牧場 ４５２＋ ８１：１２．３３ １６１．６�
２３ ミ ル テ 牝３栗 ５４ 丸山 元気長塩 豊氏 菅原 泰夫 日高 モリナガファーム ４２４± ０ 〃 アタマ １８．７�
８１５ コウギョウグリン 牝３黒鹿５４ 田中 勝春菊地 捷士氏 小島 太 新冠 浜口牧場 ４４４± ０１：１２．４� ４１．３�
１２ ドリーミングラヴ 牝３黒鹿５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 利章 新ひだか 松田牧場 ４２８＋ ８１：１２．６１� ４２．４�
３５ トランスレイション 牝３栗 ５４ 吉田 豊有限会社シルク鈴木 康弘 新ひだか 追分ファーム ４５０＋ ４１：１２．８１� ３４．２�
６１１ ツインクルスター 牝３栗 ５４ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド ４６０－ ２ 〃 ハナ ５．０�
２４ ナウオアネヴァー 牝３黒鹿５４ 柴田 大知�樽さゆり氏 松永 康利 浦河 小島牧場 ４３２－ ２１：１３．４３� ８０．１	
７１４ ビップシャイン 牝３黒鹿５４ 福永 祐一鈴木 邦英氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 ４５２＋ ２１：１３．６１� ７．５

４８ セツゲツフウカ 牝３栗 ５４ 戸崎 圭太�樽さゆり氏 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 ４３６－ ４１：１３．８１ ９．１�

（大井）

３６ ミ ス バ レ イ 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥�谷口牧場 坂本 勝美 浦河 小倉牧場 ４６０＋ ６１：１４．０１� ９５．３
８１６ プラッキーエリーナ 牝３栗 ５４ 石橋 脩井上 一郎氏 矢野 英一 様似 中脇 一幸 B４４２－ ４１：１４．１� １６．８�
５９ サ ホ ツ バ キ 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次楠本 勝美氏 尾関 知人 新冠 競優牧場 ４０２－ ８１：１４．２クビ ３１５．３�
６１２ ドルフィンハート 牝３青鹿５４ 宮崎 北斗 �キャロットファーム 田島 俊明 池田 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５３４± ０１：１４．４１� ３６．７�
４７ リネンピーク 牝３鹿 ５４ 田中 博康戸山 光男氏 南田美知雄 青森 青南ムラカミ

ファーム ４３８－ ４１：１５．４６ ５５６．１�
７１３ サンマルヴァーゴ 牝３栗 ５４ 小林 淳一相馬 勇氏 佐藤 吉勝 小清水 千島北斗牧場 ４４４＋ ８１：１５．８２� ２６０．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，２４０，８００円 複勝： ４６，１９０，９００円 枠連： １３，００８，７００円

馬連： ５５，６７４，０００円 馬単： ３９，１３５，４００円 ワイド： ２４，９７２，７００円

３連複： ７４，８４０，９００円 ３連単： １２８，１３８，０００円 計： ４０３，２０１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ３，８００円 � ３８０円 枠 連（１－５） ３，３５０円

馬 連 �� ２１，６２０円 馬 単 �� ２３，８００円

ワ イ ド �� ６，４５０円 �� ５６０円 �� １４，５００円

３ 連 複 ��� ７９，３６０円 ３ 連 単 ��� ３５６，８６０円

票 数

単勝票数 計 ２１２４０８ 的中 � ９４９８７（１番人気）
複勝票数 計 ４６１９０９ 的中 � ２０１６７５（１番人気）� １７７２（１３番人気）� ２１６９９（５番人気）
枠連票数 計 １３００８７ 的中 （１－５） ２８７１（１３番人気）
馬連票数 計 ５５６７４０ 的中 �� １９０１（３８番人気）
馬単票数 計 ３９１３５４ 的中 �� １２１４（５３番人気）
ワイド票数 計 ２４９７２７ 的中 �� ９１３（４４番人気）�� １２１００（５番人気）�� ４０３（６３番人気）
３連複票数 計 ７４８４０９ 的中 ��� ６９６（１２１番人気）
３連単票数 計１２８１３８０ 的中 ��� ２６５（５５７番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．６―１１．４―１２．２―１２．３―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．５―３３．９―４６．１―５８．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャーフライト �
�
父 オンファイア �

�
母父 ゼンノエルシド デビュー ２０１１．１１．２６ 東京２着

２００９．５．１１生 牝３青 母 ナ ノ コ コ ロ 母母 クインテビエ ４戦１勝 賞金 １０，５５０，０００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。

０００７４ １月２２日 雨 不良 （２４中山１）第７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

３４ スズカヴィグラス 牡３鹿 ５６ 石橋 脩永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 B４７２－ ４１：５４．１ ３１．０�

３５ トーセンセカイオー 牡３鹿 ５６ 横山 典弘島川 �哉氏 松山 康久 新冠 秋田牧場 ４９０＋ ６ 〃 クビ ６．５�
６１０ マイネルレーサー 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４７４± ０ 〃 ハナ ３．４�
５８ ミヤビエスペランサ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義村上 義勝氏 戸田 博文 新ひだか 原 武久 ４９２± ０１：５４．２� １７．２�
７１２ キングザブルース 牡３栗 ５６ 戸崎 圭太西浦 和男氏 土田 稔 浦河 丸幸小林牧場 ４８０－１０１：５４．３� １８．７�

（大井）

１１ ダッシュファイアー 牡３栗 ５６ 福永 祐一山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 ５６２＋ ４１：５４．５１ ４．９	
８１５ サウンズファン 牝３鹿 ５４ 武士沢友治
ミルファーム 畠山 重則 日高 三輪牧場 ４５６－ ４１：５４．６� ８１．２�
２２ ブライトボーイ 牡３鹿 ５６ 的場 勇人古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 ４８２± ０ 〃 ハナ １８．６�
８１４ タイキローズベスト 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行花野 友象氏 田中 清隆 むかわ 市川牧場 ４２６－ ６１：５５．３４ ２９０．２
５９ コスモバンディエラ 牡３栗 ５６ 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４６２－ ２１：５５．８３ ２４．０�
６１１ シ ュ ク ハ イ 牡３鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次 
高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 坂本 智広 ４８０－ ６１：５５．９� １６２．５�
４７ ワイルドロジャー 牡３栗 ５６ C．ルメールディアレスト 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４９４－ ４ 〃 クビ ４．０�

（仏）

７１３ マークユアセルフ 牡３青 ５６ 北村 宏司大谷 正嗣氏 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 ５００＋１０１：５６．２１� １３．９�
２３ ビロードボイス 牡３芦 ５６ 宮崎 北斗松田 整二氏 田島 俊明 新ひだか グランド牧場 ４８６＋ ４１：５６．３� １３２．０�
４６ レヴィストーン 牝３栗 ５４ 丸山 元気岡田 牧雄氏 尾関 知人 新ひだか 小倉 光博 ４６４－ ２１：５７．５７ １０６．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，１０６，０００円 複勝： ３６，５６６，２００円 枠連： １６，０９７，３００円

馬連： ５８，４１０，２００円 馬単： ３７，１６６，６００円 ワイド： ２５，１３０，６００円

３連複： ７１，８５１，９００円 ３連単： １１０，８１７，９００円 計： ３７６，１４６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，１００円 複 勝 � ７１０円 � ２６０円 � １５０円 枠 連（３－３） １０，２６０円

馬 連 �� １０，１９０円 馬 単 �� ２０，３１０円

ワ イ ド �� ２，９６０円 �� １，２４０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� ８，８８０円 ３ 連 単 ��� ９３，５８０円

票 数

単勝票数 計 ２０１０６０ 的中 � ５１１６（１０番人気）
複勝票数 計 ３６５６６２ 的中 � １０１１２（１０番人気）� ３５１２９（４番人気）� ８５８１２（１番人気）
枠連票数 計 １６０９７３ 的中 （３－３） １１５９（２７番人気）
馬連票数 計 ５８４１０２ 的中 �� ４２３１（３２番人気）
馬単票数 計 ３７１６６６ 的中 �� １３５１（６２番人気）
ワイド票数 計 ２５１３０６ 的中 �� １９６４（３３番人気）�� ４８６１（１６番人気）�� １４５２８（４番人気）
３連複票数 計 ７１８５１９ 的中 ��� ５９７８（２８番人気）
３連単票数 計１１０８１７９ 的中 ��� ８７４（３０７番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１２．６―１２．８―１２．６―１２．７―１２．７―１２．９―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．１―３６．７―４９．５―１：０２．１―１：１４．８―１：２７．５―１：４０．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．０―３F３９．３
１
３
１４－４，１０，１３（１，７，８）－６，５，３，１５（２，１１）９，１２
１４，４（１０，８）１３，１，７（５，１２）３，１５（２，９）６，１１

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スズカヴィグラス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー ２０１１．１０．３０ 新潟１３着

２００９．４．６生 牡３鹿 母 リバティーベル 母母 ク ラ リ ッ サ ５戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※出走取消馬 マサノジンライ号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※レヴィストーン号は，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または施行団体名を表示している。

第１回 中山競馬 第７日



０００７５ １月２２日 雨 不良 （２４中山１）第７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）

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

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

１１ ヘンリーフォンテン 牡３鹿 ５６ 丸山 元気吉橋 計氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 ４７０± ０１：１１．６ １５．６�

４８ アラビアンマジック 牡３鹿 ５６ 北村 宏司吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新冠 つつみ牧場 ４５４－ ２１：１２．２３� ７．７�
３６ � フェザーステップ 牝３黒鹿５４ 吉田 豊�リーヴァ 田島 俊明 米 Padua Sta-

bles, LLC ４４８＋ ８ 〃 ハナ １３．４�
５１０ ムーンベックカフェ 牡３栗 ５６ 柴田 善臣西川 恭子氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４８８－ ４１：１２．４１� ４．３�
５９ ターフスプライト 牡３黒鹿５６ C．ルメール �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４５４＋ ４１：１２．７１� ４．８�

（仏）

１２ トートアフィシオン 牡３鹿 ５６ 石橋 脩苅部康太郎氏 浅野洋一郎 新ひだか 原口牧場 ４７０＋１６１：１２．９１	 １１．０�
６１１ タ カ ミ ル 牡３芦 ５６ 戸崎 圭太村田 滋氏 石栗 龍彦 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 ４７８＋ ２１：１３．１１	 １８．３	
（大井）

７１４ ナムラセラピー 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗奈村 信重氏 新開 幸一 浦河 谷川牧場 ４６２－ ２１：１３．５２� ７．２

７１３ エイブルトップガン 牝３栗 ５４ 木幡 初広中澤 隆氏 南田美知雄 新ひだか 山際牧場 ４７０＋ ６１：１３．７１� ２５．５�
６１２ ミラクルミイクン 牡３鹿 ５６ 柴田 大知内藤 好江氏 矢野 照正 日高 中館牧場 ５２８－ ６ 〃 クビ ５．１�
８１５ エドノボルト 牡３青 ５６ 武士沢友治遠藤 喜松氏 尾関 知人 日高 エンドレス

ファーム ４７８＋ ２１：１４．０２ １０７．６
３５ トートモデルニスモ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一苅部康太郎氏 佐藤 全弘 新ひだか 原口牧場 B４６６－ ２１：１４．１クビ ２９１．８�
２４ トライスター 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 三木田 尚大 ４４６－ ４１：１４．４１� ２５４．１�
２３ タイタンフォンテン 牡３栗 ５６ 的場 勇人吉橋 計氏 柴崎 勇 浦河 中神牧場 ４８２＋ ２１：１４．６１	 １９０．０�
４７ ヴ ー ド ゥ ー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太石川 幸司氏 保田 一隆 新ひだか 元茂 義一 ４０８－ ６１：１４．７クビ ４０６．８�
８１６ マンガンヒカル 牝３黒鹿５４ 大庭 和弥安蒜 忠國氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 B４８０＋ ８１：１４．９１	 ３１５．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，４３９，４００円 複勝： ３６，８１９，０００円 枠連： ２２，１００，４００円

馬連： ６１，７６２，６００円 馬単： ３７，３６２，８００円 ワイド： ２６，５３３，７００円

３連複： ７６，２０６，７００円 ３連単： １１１，５４５，０００円 計： ３９２，７６９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５６０円 複 勝 � ５２０円 � ３００円 � ５７０円 枠 連（１－４） ３，０９０円

馬 連 �� ７，８００円 馬 単 �� １６，８４０円

ワ イ ド �� ２，２９０円 �� ３，３５０円 �� ２，０４０円

３ 連 複 ��� ３３，８００円 ３ 連 単 ��� ２３１，８９０円

票 数

単勝票数 計 ２０４３９４ 的中 � １０３２７（８番人気）
複勝票数 計 ３６８１９０ 的中 � １８１８６（８番人気）� ３５９２３（５番人気）� １６２９４（９番人気）
枠連票数 計 ２２１００４ 的中 （１－４） ５２９５（１２番人気）
馬連票数 計 ６１７６２６ 的中 �� ５８４６（３６番人気）
馬単票数 計 ３７３６２８ 的中 �� １６３８（７２番人気）
ワイド票数 計 ２６５３３７ 的中 �� ２８６８（３５番人気）�� １９３７（３９番人気）�� ３２２７（３０番人気）
３連複票数 計 ７６２０６７ 的中 ��� １６６４（９８番人気）
３連単票数 計１１１５４５０ 的中 ��� ３５５（６１９番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．５―１１．４―１２．３―１２．５―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．５―３３．９―４６．２―５８．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヘンリーフォンテン �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２０１１．１１．２６ 東京７着

２００９．５．９生 牡３鹿 母 バーデンフォンテン 母母 フラッシュアワー ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走状況〕 トライスター号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 トライスター号は，平成２４年１月２３日から平成２４年２月２１日まで出走停止。停止期間の満了後に開

催競馬場で発走調教再審査。
※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 トシザグレイト号・トーアライチョウ号・ペリートウショウ号
（非抽選馬） １頭 ミヤコライジング号
※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。

０００７６ １月２２日 雨 不良 （２４中山１）第７日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時３０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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

４８ リ ン ト ス 牝３黒鹿５４ 福永 祐一林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４２６ ―１：５５．４ ２．８�

５９ ケープホーン 牝３青鹿５４ 横山 典弘吉田 勝己氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４８０ ―１：５５．８２� ３．９�
３６ ツクバクイーン 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義荻原 昭二氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４３０ ―１：５５．９� ２１．１�
７１３ グレイグース 牝３芦 ５４ 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 日高 白井牧場 ５１８ ―１：５６．６４ ６．８�
４７ グラスリベラル 牝３栗 ５４ 的場 勇人半沢� 牧 光二 新ひだか 見上牧場 ４８４ ―１：５６．７クビ ３３．０�
２３ アンゲルスノーヴス 牝３芦 ５４ 田中 博康吉田 哲哉氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム ４６８ ―１：５６．９１� ２５．４	
６１２ レッドヴェレーナ 牝３青 ５４ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４０８ ―１：５７．０クビ ５．６

１１ ベルモントビジュ 牝３栗 ５４ 戸崎 圭太 �ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント

ファーム ４４０ ―１：５７．１� ４９．８�
（大井）

６１１ ベ ア ー タ 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太中田 和宏氏 勢司 和浩 平取 有限会社中
田牧場 ４８６ ―１：５７．５２� ２１．０�

２４ ミッドナイトシップ 牝３鹿 ５４
５１ ▲小野寺祐太石川 幸司氏 保田 一隆 新ひだか 徳本 幸雄 ４２２ ― 〃 ハナ ５７．５

５１０ グラスルージュ 牝３黒鹿５４ 石橋 脩半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ５１６ ―１：５７．８２ １３．６�
８１５ ゴールドクラージュ 牝３栗 ５４ 丸山 元気 �ゴールドレーシング 森 秀行 新冠 松浦牧場 ４２２ ―１：５８．０１� １１７．９�
７１４ ル ク ー ル 牝３栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次齊藤 直信氏 伊藤 伸一 浦河 吉田 又治 ４３８ ―１：５８．６３� ７７．５�
３５ エムケープリンセス 牝３鹿 ５４ 柴田 大知紺野 光彦氏 星野 忍 新ひだか 原 則夫 ４５４ ―２：００．８大差 １５７．５�
８１６ シークレットリボン 牝３鹿 ５４ 田中 勝春海谷 幸司氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４８４ ―２：０４．６大差 １０１．０�
１２ サ ワ キ ッ ク 牝３鹿 ５４ 武士沢友治井上 久光氏 柴田 政人 新ひだか 岡田牧場 ５１８ ― （競走中止） ９５．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，７６３，８００円 複勝： ３２，１６５，７００円 枠連： １８，２８４，５００円

馬連： ５２，４９４，５００円 馬単： ３４，４３９，２００円 ワイド： ２０，９６８，１００円

３連複： ６０，９３２，０００円 ３連単： ９５，５１３，２００円 計： ３３５，５６１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � １５０円 � ４２０円 枠 連（４－５） ４５０円

馬 連 �� ６３０円 馬 単 �� １，０８０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ８９０円 �� １，１３０円

３ 連 複 ��� ３，９６０円 ３ 連 単 ��� １４，２７０円

票 数

単勝票数 計 ２０７６３８ 的中 � ５８５６０（１番人気）
複勝票数 計 ３２１６５７ 的中 � ７７３９５（１番人気）� ６８１０８（２番人気）� １３３６２（６番人気）
枠連票数 計 １８２８４５ 的中 （４－５） ３０１２７（１番人気）
馬連票数 計 ５２４９４５ 的中 �� ６１５６４（１番人気）
馬単票数 計 ３４４３９２ 的中 �� ２３５３９（１番人気）
ワイド票数 計 ２０９６８１ 的中 �� ２２１４０（１番人気）�� ５３９０（９番人気）�� ４１６９（１１番人気）
３連複票数 計 ６０９３２０ 的中 ��� １１３７５（９番人気）
３連単票数 計 ９５５１３２ 的中 ��� ４９４１（２９番人気）

ハロンタイム １３．２―１１．８―１３．０―１３．４―１２．７―１２．５―１２．９―１２．７―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．２―２５．０―３８．０―５１．４―１：０４．１―１：１６．６―１：２９．５―１：４２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．３―３F３８．８
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

リ ン ト ス �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 Olympio 初出走

２００９．５．１９生 牝３黒鹿 母 コニャックレディ 母母 Carmanetta １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔競走中止〕 サワキック号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため４コーナー手前で競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シークレットリボン号は，平成２４年２月２２日まで平地競走に出走できない。
※ケープホーン号・ミッドナイトシップ号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０００７７ １月２２日 雨 不良 （２４中山１）第７日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０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

１：３１．５
１：３１．４

良

良

１２ コスモトゥルーラヴ 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 日高 戸川牧場 ４９２± ０１：３９．１ ４．２�

８１６ アクアライン 牝３黒鹿５４ 戸崎 圭太古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 ４４４± ０ 〃 クビ １０．５�
（大井）

４７ アポロドーロス 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 新ひだか 前田 宗将 ４８４± ０１：３９．２クビ ４．２�
８１５ マイネサムサラ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム ４２８－ ４１：３９．８３� ３９．５�
７１３ ベ ル シ エ ロ 牝３栗 ５４ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２＋ ８１：４０．０１� １５．６�
４８ 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 ４５８－ ２１：４０．３２ ２．２	
５９ コスモアステリクス 牝３黒鹿５４ 武士沢友治 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４１４－ ４１：４０．５１� ２６．０

６１２ パリソワール 牡３栗 ５６ 三浦 皇成丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４３８＋ ６１：４０．７１� ５４．０�
３５ ケイツーナンナ 牝３鹿 ５４ 千葉 直人楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新冠 ハシモトフアーム ４５４± ０ 〃 クビ ４２４．９�
１１ コスモルシファー 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム ４３０－ ２ 〃 ハナ ２３３．８
２４ ダイワビガー 牡３黒鹿５６ 田中 博康大城 敬三氏 田中 清隆 新冠 パカパカ

ファーム ４５０＋ ８１：４０．８クビ ２８６．８�
５１０ ラブファクト 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太西浦 和男氏 清水 英克 浦河 帰山 清貴 ４２６－ ４１：４０．９� １１４．７�
７１４ ブエノディオス 牡３鹿 ５６ T．クウィリー吉田 昭一氏 阿部 新生 新冠 八木 常郎 ４６０－ ８ 〃 クビ ５０．４�

（英）

２３ カンカラコモデケア 牡３鹿 ５６ 丸山 元気福田 光博氏 根本 康広 白老 社台牧場 ４４４± ０１：４１．７５ ５０．４�
６１１ トーアアルマダ 牡３鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次高山ランド� 武藤 善則 豊浦トーア牧場 ４６８＋ ２１：４２．３３� ２９７．３�
３６ ア パ ッ チ 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥村田 哲朗氏 坂本 勝美 日高 小屋畑 和久 ４５８＋１４１：４４．９大差 １９３．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，６３６，０００円 複勝： ３８，２３５，８００円 枠連： ２２，９０１，０００円

馬連： ６６，１７５，４００円 馬単： ５１，７２１，３００円 ワイド： ２９，５６５，９００円

３連複： ８６，７８１，６００円 ３連単： １７１，５２４，７００円 計： ４９３，５４１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １５０円 � ２４０円 � １６０円 枠 連（１－８） １，２１０円

馬 連 �� １，９５０円 馬 単 �� ３，５００円

ワ イ ド �� ５７０円 �� ２８０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� ２，１９０円 ３ 連 単 ��� １３，８１０円

票 数

単勝票数 計 ２６６３６０ 的中 � ５０５４０（３番人気）
複勝票数 計 ３８２３５８ 的中 � ８３２１４（２番人気）� ３４４３８（４番人気）� ６６４３６（３番人気）
枠連票数 計 ２２９０１０ 的中 （１－８） １４０４９（５番人気）
馬連票数 計 ６６１７５４ 的中 �� ２５１４５（６番人気）
馬単票数 計 ５１７２１３ 的中 �� １０９３４（１０番人気）
ワイド票数 計 ２９５６５９ 的中 �� １２２０２（５番人気）�� ３０００３（３番人気）�� １０２２６（６番人気）
３連複票数 計 ８６７８１６ 的中 ��� ２９３０４（６番人気）
３連単票数 計１７１５２４７ 的中 ��� ９１７２（３５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．５―１２．１―１２．６―１３．０―１２．８―１２．２―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．１―３６．２―４８．８―１：０１．８―１：１４．６―１：２６．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F５０．３―３F３７．３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモトゥルーラヴ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１１．１０．３０ 東京３着

２００９．３．２４生 牡３鹿 母 トリプルチェリー 母母 ヘクターチェリー ５戦１勝 賞金 １０，６００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アパッチ号は，平成２４年３月２２日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 コンドッティエーレ号・ボーイフレンド号
※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。

０００７８ １月２２日 雨 不良 （２４中山１）第７日 第６競走 ��
��１，２００�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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

８１６ ゴールデンポケット 牝３栗 ５４ 吉田 豊小林 英一氏 岩戸 孝樹 日高 出口牧場 ４５２ ―１：１２．３ １５．９�

５１０ エーシンクルゼ 牡３芦 ５６ 戸崎 圭太�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 ５１２ ―１：１２．４� ３．２�
（大井）

７１３� マイビビアーヌ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一ディアレスト 斎藤 誠 愛 Rabbah Blood-
stock Limited ４３４ ―１：１２．６１ ５．０�

４７ トウカイカンターレ 牡３鹿 ５６ 丸山 元気内村 正則氏 牧浦 充徳 新冠 長浜牧場 ４９０ ―１：１３．３４ ７．０�
４８ ピ ー ナ ツ 牝３栗 ５４ 三浦 皇成小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 ５０２ ―１：１３．４� ４．０�
６１２ ヒカルハナミズキ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣�橋 京子氏 栗田 博憲 平取 坂東牧場 ４５４ ―１：１３．８２� ３１．２�
５９ ショウナンアマダス 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗国本 哲秀氏 田島 俊明 日高 下河辺牧場 ５１０ ―１：１３．９クビ ５３．４	
８１５ ビシャモンイモン 牡３黒鹿５６ 鈴来 直人井門 敏雄氏 小野 次郎 日高 坂 牧場 ４７２ ―１：１４．１１� １１０．８

１１ ポ ー ポ イ ズ 牡３芦 ５６ 北村 宏司 SKYホース組合 新開 幸一 新冠 ムラカミファーム ４３６ ―１：１４．４２ １８．７�
３６ エイダイクリス 牝３黒鹿５４ 的場 勇人�東振牧場 伊藤 大士 むかわ 東振牧場 ４３６ ―１：１４．６１� １８７．４
６１１ カ ペ ラ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか へいはた牧場 ４６０ ―１：１４．７� １４２．２�
１２ ウォーショースキー 牝３鹿 ５４ 小林 淳一福田 光博氏 根本 康広 浦河 オンワード牧場 ４６４ ―１：１５．９７ １９７．２�
２３ グリーンプラス 牝３黒鹿５４ 千葉 直人松尾 正氏 嶋田 潤 新ひだか 大塚牧場 ４４４ ―１：１６．６４ ２９６．９�
２４ ディアカメリア 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次ディアレスト 根本 康広 新ひだか 山本 昇寿 ４３４ ―１：１６．８１� ５０．７�
３５ ホッコーリョウマ 牡３黒鹿５６ T．クウィリー矢部 幸一氏 松永 康利 日高 川端 正博 ５１４ ―１：１８．７大差 ７．２�

（英）

（１５頭）
７１４ アポロズスピアー 	３黒鹿５６ 木幡 初広中村 浩章氏 土田 稔 様似 清水スタッド ４５８ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： ２０，０４１，７００円 複勝： ３０，７８３，７００円 枠連： １８，５００，９００円

馬連： ５４，１８３，０００円 馬単： ３５，８９４，６００円 ワイド： ２０，９６６，３００円

３連複： ５９，７８７，６００円 ３連単： ９９，８３４，７００円 計： ３３９，９９２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５９０円 複 勝 � ３６０円 � １５０円 � １９０円 枠 連（５－８） ２，２７０円

馬 連 �� ２，４７０円 馬 単 �� ７，２５０円

ワ イ ド �� ８６０円 �� ８９０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� ３，４３０円 ３ 連 単 ��� ３３，７９０円

票 数

単勝票数 差引計 ２００４１７（返還計 １６８０） 的中 � ９９４５（６番人気）
複勝票数 差引計 ３０７８３７（返還計 ３０８１） 的中 � １７２８１（６番人気）� ７１００２（１番人気）� ４３２４７（３番人気）
枠連票数 差引計 １８５００９（返還計 ８７６） 的中 （５－８） ６０３９（９番人気）
馬連票数 差引計 ５４１８３０（返還計 １２５５２） 的中 �� １６１９７（１０番人気）
馬単票数 差引計 ３５８９４６（返還計 ７７１６） 的中 �� ３６５４（２７番人気）
ワイド票数 差引計 ２０９６６３（返還計 ６３５６） 的中 �� ５７４８（１１番人気）�� ５５６９（１３番人気）�� １４９３１（２番人気）
３連複票数 差引計 ５９７８７６（返還計 ２６８３３） 的中 ��� １２８６９（１０番人気）
３連単票数 差引計 ９９８３４７（返還計 ４２２４４） 的中 ��� ２１８１（１０５番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．６―１２．４―１２．１―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．６―４７．０―５９．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールデンポケット �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Machiavellian 初出走

２００９．５．３１生 牝３栗 母 シ ー タ 母母 Bemissed １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔競走除外〕 アポロズスピアー号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホッコーリョウマ号は，平成２４年２月２２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２５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２５頭 アンアミューズド号・ウエストヘブン号・エーブバットマン号・カンタベリーママ号・クリノハルダンジ号・

ケイズイーグル号・コスモウィロー号・サウレクィーン号・サマースノー号・ショウナンマジック号・
セバスチャン号・ダイメイサンジ号・ダイワロード号・トルサード号・ビバドルドナ号・ファシネイト号・
フェレンベルグ号・フルヒロボーイ号・ホクレアポパイ号・ミッドナイトシップ号・メイスンフェアリー号・
メジャーデビュー号・リネンテイク号・レッドジャクソン号・ワンオリーブ号

※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。



０００７９ １月２２日 雨 不良 （２４中山１）第７日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時２０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

１：３１．５
１：３１．４

良

良

４８ ミッキーレモン 牝４鹿 ５４ 三浦 皇成野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム ４８２＋ ８１：３８．６ １０．６�

７１３ ウインロザリー 牝４青 ５４ 木幡 初広�ウイン 宗像 義忠 新冠 村上 欽哉 ４３４＋ ２ 〃 クビ ３２．３�
６１１ ユ ウ セ ン 牡４青鹿５６ 北村 宏司本田 恒雄氏 尾関 知人 新ひだか 村岡 農夫 ４８２＋２６１：３８．７� １２．９�
１２ ニシノマナザシ 牡５芦 ５７ 蛯名 正義西山 茂行氏 須貝 尚介 むかわ 西山牧場 ５０２＋ ６ 〃 アタマ ２．４�
６１２ サーストンサブリナ 牝４鹿 ５４ 柴田 善臣齊藤 宣勝氏 的場 均 浦河 中村 雅明 ４７６＋ ４１：３８．９１ ２５．２�
４７ コスモマスタング 牡４黒鹿５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４８０＋１４１：３９．０� ５２．１	
８１５ ジェットストリーム 牡４黒鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次馬場 幸夫氏 手塚 貴久 むかわ 上水牧場 ５２４＋３６１：３９．２１ ９４．９

５１０ オメガクリスマス 牝５鹿 ５５ 横山 典弘原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B４５４－１２ 〃 アタマ ６．７�
７１４ ナンヨーストロング 	５鹿 ５７ 武士沢友治中村 �也氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム ４９８＋１４ 〃 同着 １６４．２�
８１６ リズミカルステップ 牝５栗 ５５ 戸崎 圭太有限会社シルク尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 ４６４＋１０１：３９．３� １７．４

（大井）

１１ キトゥンブルー 牝４青鹿５４ C．ルメール �社台レースホース斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０２＋１０ 〃 アタマ ６．３�

（仏）

３６ マイネホコモモラ 牝５鹿 ５５ T．クウィリー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４４０＋ ７ 〃 ハナ ８５．４�
（英）

２３ ダイワベルベ 牡４鹿 ５６ 田中 博康大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４７４＋１０１：３９．４クビ １３．２�
２４ ス ナ ン 牝４鹿 ５４ 田中 勝春加藤 信之氏 藤沢 和雄 浦河 安藤牧場 ４５０＋ ４１：３９．６１
 ４９．４�
５９ バトルシュリイマン 牡５鹿 ５７ 的場 勇人宮川 秋信氏 的場 均 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４９２＋４４１：３９．７クビ １２．１�
３５ � ボーシュヴァル 牝５青鹿５５ 丸山 元気道永 幸治氏 中川 公成 千歳 社台ファーム ４６４－ １１：４０．１２
 ６６．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，２６３，４００円 複勝： ３５，１８５，２００円 枠連： ２６，５５０，７００円

馬連： ７５，４７３，３００円 馬単： ４５，９３９，５００円 ワイド： ２９，２７４，５００円

３連複： ８５，６３２，２００円 ３連単： １４３，０４１，２００円 計： ４６４，３６０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０６０円 複 勝 � ３８０円 � ８４０円 � ３８０円 枠 連（４－７） ８，８１０円

馬 連 �� １７，４１０円 馬 単 �� ３２，１４０円

ワ イ ド �� ４，７２０円 �� ２，２５０円 �� ５，５５０円

３ 連 複 ��� ６３，８４０円 ３ 連 単 ��� ４４３，５５０円

票 数

単勝票数 計 ２３２６３４ 的中 � １７３２２（４番人気）
複勝票数 計 ３５１８５２ 的中 � ２５４３０（６番人気）� １０１０４（１０番人気）� ２５６１３（５番人気）
枠連票数 計 ２６５５０７ 的中 （４－７） ２２２６（２３番人気）
馬連票数 計 ７５４７３３ 的中 �� ３２００（４７番人気）
馬単票数 計 ４５９３９５ 的中 �� １０５５（８８番人気）
ワイド票数 計 ２９２７４５ 的中 �� １５２１（４８番人気）�� ３２４８（２５番人気）�� １２９０（５２番人気）
３連複票数 計 ８５６３２２ 的中 ��� ９９０（１６３番人気）
３連単票数 計１４３０４１２ 的中 ��� ２３８（９９３番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１１．７―１２．２―１２．７―１２．５―１２．８―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．７―３５．４―４７．６―１：００．３―１：１２．８―１：２５．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．３

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

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

勝馬の
紹 介

ミッキーレモン �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．１１．１４ 東京１着

２００８．２．２２生 牝４鹿 母 イルネージュ 母母 ジュウニヒトエ ５戦２勝 賞金 １４，９００，０００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 アップルジャック号・ウエスタンディオ号・デシリオン号・トーセンマルス号・フロールジェナ号
※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。

０００８０ １月２２日 小雨 不良 （２４中山１）第７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）

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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

３５ レ オ ア ラ シ 牡５鹿 ５７ 丸山 元気田中 博之氏 小島 茂之 平取 びらとり牧場 B５１４＋１４１：５３．２ ８３．２�

４６ ジェットヴォイス 牡５鹿 ５７ 木幡 初広本間 茂氏 石毛 善彦 日高 新井 昭二 B４９６＋ ４１：５４．０５ ５．７�
３４ � ベストフェット 牡７鹿 ５７ 戸崎 圭太松尾 正氏 嶋田 潤 三石 米田牧場 ５１８－ ２ 〃 クビ ７．５�

（大井）

８１４� デルマクリシュナ 牡４栗 ５６ 田中 博康浅沼 廣幸氏 大和田 成 千歳 社台ファーム ４９６－１０１：５４．１� ２７．０�
７１３ ニシノサンタロウ 牡５黒鹿５７ 柴田 善臣西山 茂行氏 鈴木 伸尋 むかわ 西山牧場 ５７０－ ２１：５４．２クビ ４．３�
４７ トウカイノーマル 牡５青鹿５７ 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 ５３０± ０ 〃 クビ ９．０�
２３ ケイアイカミカゼ 牡４栗 ５６ 石橋 脩 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか 村上牧場 ５２４＋１６ 〃 アタマ ６５．９	
６１１� ミスチフキッツ 牝４栗 ５４

５１ ▲小野寺祐太 
荻伏服部牧場 堀井 雅広 浦河 荻伏服部牧場 ４４０± ０１：５４．３	 ２９４．５�
５８ ケイジーウィンザー 牡４栗 ５６ 吉田 豊鹿倉 勝
氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４９２＋ ８１：５４．４� ３．４�
１１ � エ ビ デ ン ス 牡５鹿 ５７ 北村 宏司佐藤 壽男氏 宗像 義忠 米

Kidder, Robenalt,
J. K. Griggs &
Linda Griggs

５４２＋１２１：５４．７１	 ４１．５
８１５� オメガキングコング 牡５黒鹿５７ C．ルメール 原 �子氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム ５２４＋１６１：５５．０１	 １１．０�

（仏）

６１０�� ミリオンデンジャー 牡５鹿 ５７
５４ ▲嶋田 純次田� 正明氏 石毛 善彦 米 Jerry Jam-

gotchian LLC ５２４＋ ８１：５５．１クビ ２４４．６�
５９ チャンピオンハーレ 牡５黒鹿５７ 蛯名 正義坪野谷和平氏 勢司 和浩 千歳 エクセレンス

ファーム ４８０＋１０ 〃 クビ １０．６�
２２ ゴールドエンジュ 牝４鹿 ５４ 三浦 皇成
菅井牧場 松山 将樹 新冠 武田 修一 ４４２－ ４１：５５．７３� ４５．０�
７１２ ミスグロリアス 牝４青 ５４ 大庭 和弥田島榮二郎氏 谷原 義明 青森 明成牧場 ４３０－ ２１：５５．９１ １９６．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２３，０８９，１００円 複勝： ４０，６２９，６００円 枠連： ２７，４７９，３００円

馬連： ７８，５１２，９００円 馬単： ４５，６３１，７００円 ワイド： ２９，１６４，８００円

３連複： ８８，１４２，１００円 ３連単： １４８，５５７，５００円 計： ４８１，２０７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８，３２０円 複 勝 � １，６６０円 � ２３０円 � ２７０円 枠 連（３－４） １，７２０円

馬 連 �� ２１，４７０円 馬 単 �� ５２，８７０円

ワ イ ド �� ４，９３０円 �� ４，７００円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� ４５，２４０円 ３ 連 単 ��� ４５３，０４０円

票 数

単勝票数 計 ２３０８９１ 的中 � ２１８９（１２番人気）
複勝票数 計 ４０６２９６ 的中 � ５１７１（１１番人気）� ５４７９７（３番人気）� ４２１４５（５番人気）
枠連票数 計 ２７４７９３ 的中 （３－４） １１８１５（９番人気）
馬連票数 計 ７８５１２９ 的中 �� ２６９９（４５番人気）
馬単票数 計 ４５６３１７ 的中 �� ６３７（９６番人気）
ワイド票数 計 ２９１６４８ 的中 �� １４２０（４５番人気）�� １４９２（４２番人気）�� ８５９０（１３番人気）
３連複票数 計 ８８１４２１ 的中 ��� １４３８（１０１番人気）
３連単票数 計１４８５５７５ 的中 ��� ２４２（７９２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．３―３７．２―５０．４―１：０２．８―１：１５．４―１：２７．８―１：４０．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レ オ ア ラ シ �
�
父 アドマイヤドン �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００９．１１．２９ 東京６着

２００７．５．１３生 牡５鹿 母 レ オ コ マ チ 母母 ローズレッド １４戦２勝 賞金 １４，２４０，０００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。



０００８１ １月２２日 小雨 不良 （２４中山１）第７日 第９競走 ��
��１，８００�

わ か た け

若 竹 賞
発走１４時２５分 （芝・右）

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 ２４５，０００円 ７０，０００円 ３５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

７８ バ ン ザ イ 牡３栗 ５６ 福永 祐一幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム ４９８－ ４１：５３．９ ８．９�

６６ エ ネ ア ド 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４０＋ ６ 〃 クビ ４．４�

５５ ピタゴラスコンマ 牡３鹿 ５６ T．クウィリー�瀬 真尚氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ５００＋ ４１：５４．０クビ ７．６�
（英）

４４ マイネルカーミン 牡３黒鹿５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 田湯牧場 ４７６－ ２１：５４．１� ３５．６�

３３ ハイクラウン 牡３栗 ５６ 横山 典弘渡邊 隆氏 松山 康久 新冠 森 牧場 ４８６＋ ４ 〃 クビ ７．３�
１１ ミヤビアミュレット 牡３青鹿５６ C．ルメール 村上 義勝氏 小島 茂之 日高 浜本牧場 ４７８＋ ２１：５４．３１� ２．０	

（仏）

２２ � キングクリチャン 牡３栗 ５６ 丸山 元気栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 ４８０＋ ６１：５４．６２ １５３．１

７７ 	 コスモワイルド 牡３黒鹿５６ 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 河津 裕昭 日高 白瀬 明 ４６６＋ １１：５４．７� ３２．８�

（川崎） （大井）

８９ ミステリーコード 牡３黒鹿５６ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４５４± ０１：５５．０１� １８．６�
８１０ マイネルテュール 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 日高 石原牧場 B４８４＋ ６２：０８．４大差 ３６．５

（１０頭）

売 得 金

単勝： ４４，８４５，１００円 複勝： ６１，４４７，９００円 枠連： ２２，７１１，３００円

馬連： １１３，９９２，５００円 馬単： ８０，１１４，２００円 ワイド： ３９，５７７，９００円

３連複： １１８，４１７，６００円 ３連単： ２９２，０８３，４００円 計： ７７３，１８９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � ２４０円 � １７０円 � ２１０円 枠 連（６－７） １，７９０円

馬 連 �� ２，１１０円 馬 単 �� ５，０２０円

ワ イ ド �� ７１０円 �� ９４０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� ４，９６０円 ３ 連 単 ��� ３２，６６０円

票 数

単勝票数 計 ４４８４５１ 的中 � ４０１４９（５番人気）
複勝票数 計 ６１４４７９ 的中 � ６３２９１（５番人気）� １０６６９８（２番人気）� ７７０６５（４番人気）
枠連票数 計 ２２７１１３ 的中 （６－７） ９４０３（７番人気）
馬連票数 計１１３９９２５ 的中 �� ３９８９３（８番人気）
馬単票数 計 ８０１１４２ 的中 �� １１７７９（２０番人気）
ワイド票数 計 ３９５７７９ 的中 �� １３７３６（８番人気）�� １００７５（１４番人気）�� １７３２６（６番人気）
３連複票数 計１１８４１７６ 的中 ��� １７６４９（２１番人気）
３連単票数 計２９２０８３４ 的中 ��� ６６０２（１０９番人気）

ハロンタイム １２．６―１３．３―１２．６―１３．２―１２．９―１２．６―１２．４―１２．０―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２５．９―３８．５―５１．７―１：０４．６―１：１７．２―１：２９．６―１：４１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．３―３F３６．７
１
３

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

勝馬の
紹 介

バ ン ザ イ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１２．１．９ 京都１着

２００９．３．５生 牡３栗 母 プロフェシーライツ 母母 ストームザミント ２戦２勝 賞金 １５，７４５，０００円
〔馬の出走停止・調教再審査〕 マイネルテュール号は，１コーナーから向正面にかけて外側に逃避したことについて平成２４年１月

２３日から平成２４年２月１２日まで出走停止。停止期間の満了後に平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネルテュール号は，平成２４年２月２２日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

０００８２ １月２２日 曇 不良 （２４中山１）第７日 第１０競走 ��
��１，６００�

わ か し お

若 潮 賞
発走１５時００分 （芝・右・外）

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 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．４

良

良

６１１ コスモソーンパーク 牡４青鹿５６ 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム ４８４＋ ４１：３６．９ ４．１�
（大井）

３５ リアルハヤテ 牡７鹿 ５７ 石橋 脩伊藤 誠吉氏 大和田 成 静内 井高牧場 ４２８－ ２１：３７．４３ ８４．１�
８１４ マ イ ヨ ー ル 牡６芦 ５７ 柴田 大知岡田 繁幸氏 清水 利章 新ひだか 乾 皆雄 ５０８－ ２１：３７．５� ６．８�
３４ シャイニンアーサー 牡５黒鹿５７ 福永 祐一市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B５０８＋１０１：３７．９２� ６．１�
２２ カグニザント 牡４黒鹿５６ 三浦 皇成 �社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム ４６４－ ２１：３８．１１� ４．０�
５９ � トーセンノーブル 牝４鹿 ５４ 田中 博康島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム ４８０＋１９１：３８．２	 ３０５．５	
８１５ ニーマルオトメ 牝５栗 ５５ 柴田 善臣板橋 秋氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 B５００＋１２１：３８．５１	 ３９．４

７１３ ストロングロビン 牡６鹿 ５７ 田中 勝春村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 ４９４＋ ２１：３８．６	 １０３．２�
６１０ モンテアルベルト 牡６栗 ５７ 蛯名 正義毛利 喜昭氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 B５００＋２０１：３８．７クビ ２５．３�
１１ ジャズピアノ 牡５黒鹿５７ C．ルメール 加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６４－ ４１：３８．８� ５．０

（仏）

７１２� サ バ ー ス 
７鹿 ５７ 横山 典弘吉田 和美氏 栗田 徹 早来 ノーザンファーム ４８４＋ ６１：３８．９	 ４８．８�
５８ レインスティック 牡５栗 ５７ 北村 宏司 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４７４＋１４１：３９．０� １５．５�
４７ ビッグギャンブラー 牡４栗 ５６ 丸山 元気坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 川上牧場 ５４８＋１０１：３９．４２� １２７．７�
４６ メジロマリアン 牝６芦 ５５ 吉田 豊岩� 伸道氏 高木 登 洞爺 メジロ牧場 ４９４＋ ２１：３９．５クビ ８７．３�
２３ フィールマイハート 牝５鹿 ５５ 木幡 初広�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 ４９０－ ２ 〃 クビ １８．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４１，９０４，９００円 複勝： ７３，９９４，４００円 枠連： ４０，０００，５００円

馬連： １８２，８３１，７００円 馬単： ９３，９５３，０００円 ワイド： ５２，７６３，６００円

３連複： １９４，５８０，９００円 ３連単： ３７８，９３７，１００円 計： １，０５８，９６６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １８０円 � １，５５０円 � ２４０円 枠 連（３－６） ９８０円

馬 連 �� １９，８４０円 馬 単 �� ３０，６４０円

ワ イ ド �� ４，１８０円 �� ４９０円 �� ５，８３０円

３ 連 複 ��� ３７，６３０円 ３ 連 単 ��� ２５９，４３０円

票 数

単勝票数 計 ４１９０４９ 的中 � ８２３１７（２番人気）
複勝票数 計 ７３９９４４ 的中 � １４０６４４（２番人気）� ９３４４（１１番人気）� ８２６８０（５番人気）
枠連票数 計 ４００００５ 的中 （３－６） ３０３６９（５番人気）
馬連票数 計１８２８３１７ 的中 �� ６８０２（４０番人気）
馬単票数 計 ９３９５３０ 的中 �� ２２６３（６９番人気）
ワイド票数 計 ５２７６３６ 的中 �� ２９５５（３８番人気）�� ２９３３６（４番人気）�� ２１１１（４６番人気）
３連複票数 計１９４５８０９ 的中 ��� ３８１７（８６番人気）
３連単票数 計３７８９３７１ 的中 ��� １０７８（５７５番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１１．７―１１．１―１１．７―１２．３―１２．６―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．２―３５．９―４７．０―５８．７―１：１１．０―１：２３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．９―３F３８．２

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

勝馬の
紹 介

コスモソーンパーク �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ジェニュイン デビュー ２０１０．８．２２ 新潟４着

２００８．３．１５生 牡４青鹿 母 マイネピュール 母母 レデイスポート １５戦３勝 賞金 ５６，９５８，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

１レース目



０００８３ １月２２日 曇 不良 （２４中山１）第７日 第１１競走 ��
��２，２００�第５３回アメリカジョッキークラブカップ（ＧⅡ）

発走１５時３５分 （芝・右・外）
４歳以上；負担重量は，４歳５５�５歳以上５６�，牝馬２�減，２３．１．２２以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬１�増，２３．１．２１以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳
時の成績を除く）

アメリカジョッキークラブ賞（１着）
賞 品

本 賞 ６０，０００，０００円 ２４，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，０００，０００円 ６，０００，０００円
付 加 賞 ７８４，０００円 ２２４，０００円 １１２，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１０．１
２：１０．１

良

良

３３ ルーラーシップ 牡５鹿 ５７ 福永 祐一 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ５０４± ０２：１７．３ １．４�

４４ ナカヤマナイト 牡４栗 ５５ 柴田 善臣和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 ４８４＋ ６２：１７．８３ ５．１�
７９ ゲシュタルト 牡５鹿 ５６ 蛯名 正義畑佐 博氏 長浜 博之 新冠 細川農場 ５２０＋ ８２：１８．１２ １１．１�
８１１ サンテミリオン 牝５黒鹿５４ 北村 宏司吉田 照哉氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４７２＋１２２：１８．５２� １１４．５�
６６ トーセンレーヴ 牡４鹿 ５５ C．ルメール 島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４６４＋ ８ 〃 クビ ８．０�

（仏）

１１ アブソリュート �８黒鹿５６ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４６２－ ４２：１９．１３� ９０．８	
２２ ネヴァブション 牡９黒鹿５６ 三浦 皇成廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 早田牧場新

冠支場 ４９０＋ ２２：１９．２	 ４３．１

８１０ ツクバホクトオー 牡６黒鹿５６ 吉田 豊荻原 昭二氏 尾形 充弘 浦河 酒井牧場 ４８４± ０ 〃 ハナ ２７２．７�
５５ ヒカルカザブエ 牡７黒鹿５６ 戸崎 圭太�橋 京子氏 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４７４－ ４２：１９．４１� ２６６．７�

（大井）

７８ リッツィースター �５鹿 ５６ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド ５００＋１６２：１９．８２� ３０．０
６７ ミステリアスライト 牡７栗 ５６ 横山 典弘 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ５０２－ ２２：２０．７５ １１０．０�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １９７，３７３，２００円 複勝： ２８８，３１６，９００円 枠連： ９２，３５０，８００円

馬連： ５３９，２８４，５００円 馬単： ４１９，５１３，５００円 ワイド： １７７，８８９，５００円

３連複： ６２１，９９５，０００円 ３連単： ２，１７５，４０１，０００円 計： ４，５１２，１２４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １５０円 枠 連（３－４） ２９０円

馬 連 �� ３００円 馬 単 �� ３９０円

ワ イ ド �� １５０円 �� ２００円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ５６０円 ３ 連 単 ��� １，２７０円

票 数

単勝票数 計１９７３７３２ 的中 � １１８６０６７（１番人気）
複勝票数 計２８８３１６９ 的中 � １７２４４７７（１番人気）� ３５１９３７（２番人気）� ２４６８３２（４番人気）
枠連票数 計 ９２３５０８ 的中 （３－４） ２３６８５２（１番人気）
馬連票数 計５３９２８４５ 的中 �� １３６８９２１（１番人気）
馬単票数 計４１９５１３５ 的中 �� ７９８０６２（１番人気）
ワイド票数 計１７７８８９５ 的中 �� ３７９３３５（１番人気）�� ２２０８４２（２番人気）�� ９１９９０（４番人気）
３連複票数 計６２１９９５０ 的中 ��� ８３１８８５（２番人気）
３連単票数 計２１７５４０１０ 的中 ���１２７０３９２（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．６―２３．９―３７．３―５０．５―１：０３．８―１：１６．３―１：２８．７―１：４１．０―１：５３．１―２：０５．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ルーラーシップ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．１２．２７ 阪神１着

２００７．５．１５生 牡５鹿 母 エアグルーヴ 母母 ダイナカール １３戦７勝 賞金 ３３３，０８２，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※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。

０００８４ １月２２日 曇 不良 （２４中山１）第７日 第１２競走 ��
��１，８００�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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

８１６ コ ン ノ ー ト 牡４鹿 ５６ 戸崎 圭太浜野順之助氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム ４８８－ ４１：５２．１ ６．０�
（大井）

１１ ドリームアライブ �６黒鹿５７ 丸山 元気前田 晋二氏 田中 剛 新冠 ノースヒルズマネジメント ５４０＋ ２１：５２．７３� ２６．７�
８１５ コアレスカポーテ 牡７鹿 ５７ 的場 勇人小林 昌志氏 木村 哲也 静内 静内酒井牧場 ４８６＋ ２１：５２．８	 ４０３．１�
６１２ エーシンテンモク 牡５鹿 ５７ 石橋 脩�栄進堂 野中 賢二 新ひだか 築紫 洋 ４９４－１０ 〃 アタマ ４４．３�
３６ 
 グリッターテイル 牡４鹿 ５６ 横山 典弘 �社台レースホース鮫島 一歩 米 Shadai Cor-

poration ４６２－ ４１：５３．０１� １５．０�
６１１ ハリマノワタリドリ 牡６栗 ５７

５４ ▲嶋田 純次福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 B４８４± ０ 〃 ハナ ５７．８	
５９ ジ ャ ン ナ 牡４鹿 ５６ 福永 祐一前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９６－ ２１：５３．１� ２．６

５１０ ヤマタケディガー 牡６栗 ５７ 小林 淳一山中 佳代氏 根本 康広 日高 今井牧場 ４７２－ ４ 〃 ハナ ５２．７�
１２ � ヘ リ オ ス 牡５栗 ５７ 吉田 豊新木 鈴子氏 高柳 瑞樹 日高 ナカノファーム B４８８＋１４１：５３．２� ３６．３�
４８ タマモブラウン 牡４鹿 ５６ C．ルメールタマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ５０４＋ ４１：５３．６２� １０．１

（仏）

３５ ナンヨークイーン 牝６鹿 ５５ 武士沢友治中村 �也氏 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム B４５０＋１０１：５３．７	 １４６．５�
２４ ローンウルフ �７栗 ５７ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 静内 岡田スタツド ４７６＋ ２１：５３．８クビ ６９．４�
７１４ サ ル ジ ュ 牡４芦 ５６ 蛯名 正義福島 実氏 岩戸 孝樹 新ひだか 佐竹 学 ５０６± ０１：５３．９	 ７．２�
４７ リアルディール 牡６鹿 ５７ 三浦 皇成荒井 壽明氏 本間 忍 日高 サンシャイン

牧場 ５３６± ０１：５４．１１ ４．９�
２３ ベストオブケン 牡４黒鹿５６ 柴田 大知中西 宏彰氏 清水 英克 新冠 川上牧場 B４７０＋ ８ 〃 ハナ ９２．９�
７１３ ゴールドアカデミー 牡６栗 ５７ 北村 宏司居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム B４９６－ ８１：５４．２� ２７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５９，０２９，４００円 複勝： ８４，４９６，８００円 枠連： ５３，０１６，４００円

馬連： １９０，４７６，７００円 馬単： １０３，９７０，９００円 ワイド： ６４，３４０，４００円

３連複： ２２４，５０６，４００円 ３連単： ４２６，６１２，６００円 計： １，２０６，４４９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � ２３０円 � ６００円 � ８，１００円 枠 連（１－８） ３，６９０円

馬 連 �� ６，６９０円 馬 単 �� １１，０３０円

ワ イ ド �� ２，２８０円 �� １２，４４０円 �� ４４，４４０円

３ 連 複 ��� １９８，１９０円 ３ 連 単 ��� ４１２，１００円

票 数

単勝票数 計 ５９０２９４ 的中 � ７７９４２（３番人気）
複勝票数 計 ８４４９６８ 的中 � １１９５６６（３番人気）� ３５２９１（８番人気）� ２２８４（１６番人気）
枠連票数 計 ５３０１６４ 的中 （１－８） １０６１８（１５番人気）
馬連票数 計１９０４７６７ 的中 �� ２１０２４（２３番人気）
馬単票数 計１０３９７０９ 的中 �� ６９５９（３７番人気）
ワイド票数 計 ６４３４０４ 的中 �� ７０９５（２５番人気）�� １２６３（８４番人気）�� ３５２（１１１番人気）
３連複票数 計２２４５０６４ 的中 ��� ８３６（３０４番人気）
３連単票数 計４２６６１２６ 的中 ��� ７６４（９１４番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．１―１２．９―１２．８―１２．３―１２．３―１２．４―１２．１―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．９―３７．８―５０．６―１：０２．９―１：１５．２―１：２７．６―１：３９．７

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

コ ン ノ ー 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 ２０１１．１．８ 中山１着

２００８．２．１７生 牡４鹿 母 ホーネットピアス 母母 ダイナシユート ７戦３勝 賞金 ２５，０００，０００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。
（非抽選馬） １頭 コスモナダル号
※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。

４レース目



（２４中山１）第７日 １月２２日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

不良
不良

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

２６５，５６０，０００円
９，３３０，０００円
１，９６０，０００円
２４，１７０，０００円
６０，７７８，５００円
４，７８９，０００円
１，６９９，２００円

勝馬投票券売得金
５１８，７３２，８００円
８０４，８３２，１００円
３７３，００１，８００円
１，５２９，２７１，３００円
１，０２４，８４２，７００円
５４１，１４８，０００円
１，７６３，６７４，９００円
４，２８２，００６，３００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 １０，８３７，５０９，９００円

総入場人員 ２３，４６９名 （有料入場人員 ２１，１４６名）



平成２４年度 第１回中山競馬 総計

競走回数 ８４回 出走延頭数 １，２７４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

１，５８６，８５０，０００円
６，２４０，０００円
５５，７６０，０００円
１２，２１０，０００円
１４３，４６０，０００円
４４１，７８３，０００円
３６，７７８，０００円
１２，２３０，４００円

勝馬投票券売得金
３，０２１，３２４，８００円
４，９１３，７１２，１００円
２，８６４，５３１，６００円
１１，０３３，５８８，７００円
６，６２６，４５８，５００円
３，７４６，１８８，０００円
１３，０３４，７０９，６００円
２５，３１３，４８６，７００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 ７０，５５４，０００，０００円

総入場延人員 １８３，８３９名 （有料入場延人員 １３１，３９０名）


