
０００８５ １月２７日 晴 良 （２０中山１）第８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

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

７１０ ライムライトシチー 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一 �友駿ホースクラブ 成島 英春 新冠 芳住 革二 ４７４－１２１：１４．３ ５０．９�

８１２ ハイデフィニション 牝３鹿 ５４
５３ ☆大野 拓弥岡田 牧雄氏 高橋 裕 三石 川端牧場 ４９４－ ８１：１４．４� ２．０�

７９ コーヒータイム 牝３鹿 ５４ 北村 宏司�渡辺牧場 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 ４４６＋１２１：１４．５� ２５．８�
３３ マコトガンベロ 牡３鹿 ５６ 小野 次郎松本 俊廣氏 根本 康広 門別 天羽 禮治 ４９６＋ ２１：１４．８１� ３．３�
５５ ガットストロング 牡３栗 ５６

５５ ☆田中 博康齊藤四方司氏 河野 通文 門別 下河辺牧場 ４４４＋ ６１：１４．９� １２１．１�
４４ アメリカンヒロイン 牝３青鹿５４ 小林 淳一小野 博郷氏 石栗 龍彦 新冠 赤石 久夫 ４３４± ０１：１５．０� ６４．８	
８１１ タカミツベガ 牡３黒鹿５６ 池田 鉄平高橋 光雄氏 畠山 重則 浦河 ハヤシファーム ４９８－ ２ 〃 アタマ ３２８．６

６８ エ ア ワ ル ツ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４５０ ―１：１５．３１� ６．２�
６７ クリプトゾーン 牡３鹿 ５６ 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 的場 均 静内 大典牧場 ４６０± ０１：１５．７２� ２１．３�
５６ ケイエムチャンス 牡３栗 ５６ 江田 照男小平 学氏 矢野 照正 門別 高橋牧場 ４７４＋ ２１：１６．２３ １６．０
１１ ア ド リ ー ム 牡３栗 ５６ 村田 一誠 �アドバンス・サッポロ 本間 忍 門別 三輪牧場 ５０２＋２４１：１６．７３ ７９．０�
２２ ピ ー カ ブ ー 牝３栗 ５４ 木幡 初広 �キャロットファーム 大江原 哲 早来 ノーザンファーム ４３２± ０１：１６．８� １４．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２１，７６３，５００円 複勝： ３２，０６２，４００円 枠連： ２３，８３３，６００円

普通馬連： ８９，１４３，０００円 馬単： ８９，４９７，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，８５４，８００円

３連複： １２０，１０３，７００円 ３連単： 発売なし 計： ４０３，２５８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，０９０円 複 勝 � ８４０円 � １２０円 � ６００円 枠 連（７－８） １，７２０円

普通馬連 �� ４，４００円 馬 単 �� １３，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１５０円 �� ７，８２０円 �� ８９０円

３ 連 複 ��� ２２，４１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１７６３５ 的中 � ３３７４（８番人気）
複勝票数 計 ３２０６２４ 的中 � ６３９３（８番人気）� １２９０９１（１番人気）� ９２４４（７番人気）
枠連票数 計 ２３８３３６ 的中 （７－８） １０２３１（７番人気）
普通馬連票数 計 ８９１４３０ 的中 �� １４９８０（１３番人気）
馬単票数 計 ８９４９７０ 的中 �� ４９６３（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６８５４８ 的中 �� ５８２８（１２番人気）�� ８０８（３７番人気）�� ７６９３（１０番人気）
３連複票数 計１２０１０３７ 的中 ��� ３９５６（４５番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．５―１２．７―１３．２―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．０―３４．５―４７．２―１：００．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．３―３F３９．８
３ ・（１，２，６，１２，１１）３（７，８，９）（４，１０，５） ４ ・（１，２，６，１２，１１）（３，８，９）７（４，１０）５

勝馬の
紹 介

ライムライトシチー �
�
父 スクワートルスクワート �

�
母父 ソヴィエトスター デビュー ２００７．９．２３ 中山５着

２００５．３．９生 牡３鹿 母 イシノスター 母母 アンドゥイリー ７戦１勝 賞金 ７，７００，０００円
※エアワルツ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０００８６ １月２７日 晴 良 （２０中山１）第８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
１：４８．４

重

重

５９ ブリズデロートンヌ 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３６＋ ２１：５８．９ １１．４�

４６ アイスボックス 牝３鹿 ５４ 木幡 初広 �ユートピア牧場 相沢 郁 登別 ユートピア牧場 ４３４－１６１：５９．９６ ６８．７�
２２ エンジェルクィーン 牝３栗 ５４ 今野 忠成松井三千年氏 小林 常泰 門別 豊洋牧場 ４６２＋ ４ 〃 クビ ６４．３�

（川崎）

３５ ナリタシェナー 牝３鹿 ５４ 横山 典弘�オースミ 萱野 浩二 浦河 岡本 昌市 ５００－１０２：００．２１� ３．５�
６１０ エフティメガミ 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義吉野 英子氏 矢野 進 早来 ノーザンファーム ４７０－ ２ 〃 ハナ ５．６�
６１１ オンワードメモリア 牝３芦 ５４ 勝浦 正樹�オンワード牧場 阿部 新生 浦河 オンワード牧場 ４３４± ０２：００．３� ４６．２	
８１４ ヴィクトリアルイゼ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海加藤 信之氏 水野 貴広 新冠 富本 茂喜 ４７６＋ ２ 〃 同着 １．８

４７ ビーマイドリーム 牝３鹿 ５４ 土谷 智紀鈴木 芳夫氏 中島 敏文 静内 松田 三千雄 ５０８－ ６ 〃 クビ ９３．１�
５８ ウ イ ン ク 牝３鹿 ５４ 田中 勝春百万 武夫氏 蛯名 信広 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４６８＋ ４２：０１．３６ １８．８�
３４ ツ ー リ ス ト 牝３鹿 ５４ 吉田 豊佐々木 徹氏 戸田 博文 新冠 シンユウフアーム ４６４－ ２２：０１．９３� ８４．８
７１２ ナモンアンブリー 牝３鹿 ５４ 武士沢友治�南原商事 中島 敏文 門別 本間牧場 ４１４－ ６２：０２．０� ３４７．１�
８１５ ウイングヴィーナス 牝３芦 ５４ 郷原 洋司�槇本牧場 佐藤 全弘 門別 槇本牧場 ４５４－ ８２：０２．３２ ４５７．８�
２３ ソフィアクィン 牝３鹿 ５４ 伊藤 直人浦新 �司氏 小林 常泰 門別 浦新 徳司 ４６８－ ２２：０３．４７ ２９８．２�
１１ ベストマダム 牝３黒鹿５４ 北村 宏司坪野谷和平氏 伊藤 伸一 浦河 アイオイファーム ４６６－ ２２：０４．６７ ２１２．３�

（１４頭）
７１３ センタースマッシュ 牝３鹿 ５４

５３ ☆大野 拓弥水上 行雄氏 嶋田 潤 静内 塚田 達明 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２７，１２９，５００円 複勝： ４９，２１０，０００円 枠連： ２５，２２０，２００円

普通馬連： ９４，２３５，４００円 馬単： ９８，３０７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，８７０，０００円

３連複： １３５，７４９，３００円 ３連単： 発売なし 計： ４５７，７２２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１４０円 複 勝 � ５２０円 � １，７４０円 � １，９００円 枠 連（４－５） ５，８００円

普通馬連 �� １９，７１０円 馬 単 �� ３４，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，３３０円 �� ４，１３０円 �� ９，６００円

３ 連 複 ��� １３３，９４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７１２９５ 的中 � １８８８８（４番人気）
複勝票数 計 ４９２１００ 的中 � ２６９３７（４番人気）� ７１６１（７番人気）� ６５５７（８番人気）
枠連票数 計 ２５２２０２ 的中 （４－５） ３２１２（１２番人気）
普通馬連票数 計 ９４２３５４ 的中 �� ３５３０（３０番人気）
馬単票数 計 ９８３０７８ 的中 �� ２０９９（５０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７８７００ 的中 �� １５８９（２９番人気）�� １６７０（２８番人気）�� ７１０（４６番人気）
３連複票数 計１３５７４９３ 的中 ��� ７４８（１２６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．２―２６．２―３９．４―５３．５―１：０６．６―１：１９．２―１：３２．４―１：４５．８

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ブリズデロートンヌ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２００７．１２．１５ 中山６着

２００５．１．１４生 牝３黒鹿 母 オータムブリーズ 母母 セプテンバーソング ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔出走取消〕 センタースマッシュ号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベストマダム号は，平成２０年２月２７日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０００８７ １月２７日 晴 良 （２０中山１）第８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

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

１１ ジョーレオーネ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝上田けい子氏 萩原 清 新冠 平山牧場 ４５８＋１２１：１２．８ １１．１�

５８ ケイジージュニアー 牡３青鹿５６ 伊藤 直人鹿倉 勝�氏 斎藤 誠 新冠 つつみ牧場 ４８２－ ２１：１３．５４ １２．７�
６１０� サンターナズギフト 牡３黒鹿５６ 松岡 正海藤田与志男氏 手塚 貴久 米 Yoshio Fujita ４６２＋ ８１：１３．７１ １．５�
６１１ マイラッキー 牝３鹿 ５４

５３ ☆大野 拓弥田中 一成氏 山田 要一 門別 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４３４± ０１：１３．９１� ７６．５�

８１５ ミツワバラード 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人�高昌 河野 通文 新冠 大栄牧場 ４２０＋ ８１：１４．８５ ８．４�
７１３ ダイメイバード 牡３鹿 ５６ 武士沢友治宮本 孝一氏 中野渡清一 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４８４－ ４１：１４．９	 ２６．８�
２３ キシリトール 牡３栗 ５６ 柴山 雄一三宅 勝俊氏 秋山 雅一 浦河 渡辺牧場 ４７６＋ ２ 〃 アタマ ７２．８	
２２ シンボリマーシャル 牡３黒鹿５６ 北村 宏司シンボリ牧場 坂本 勝美 千葉 シンボリ牧場 B５００＋ ８ 〃 ハナ ４２．５

３５ エイトシード 牝３鹿 ５４ 村田 一誠玉置 辰次氏 南田美知雄 静内 片岡 博 ４２４－ ４ 〃 ハナ ７４．２�
７１２ ハッピーストリング 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次有限会社シルク高橋 祥泰 静内 千代田牧場 ４７０＋ ８１：１６．２８ １０５．８�
４７ エプソムヒット 牡３黒鹿５６ 木幡 初広 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 笹倉 武久 新冠 芳住 革二 ４７４＋ ２１：１６．３	 ２４９．５
３４ � グラスグループ 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹半沢� 尾形 充弘 米 Barnett

Enterprises B４８８± ０１：１６．６１	 １１６．７�
４６ アランフェス 牝３鹿 ５４ 今野 忠成海谷 幸司氏 高橋 義博 静内 岡田スタツド ４７０－ ６ 〃 ハナ １２９．８�

（川崎）

８１４ チ ャ タ ル 牝３鹿 ５４
５１ ▲佐藤 聖也浜野順之助氏 二本柳俊一 穂別 佐久間 孝司 ４４０－ ６ 〃 同着 ３５４．３�

５９ サウスジャック 牡３栗 ５６ 田中 勝春南波 壽氏 武藤 善則 門別 鹿戸 武光 ４７０－１４１：１９．０大差 ７．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２６，１１９，１００円 複勝： ６２，４４５，０００円 枠連： ３２，５３０，１００円

普通馬連： ９５，４６５，５００円 馬単： １０２，８７６，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，３６２，６００円

３連複： １４１，３４９，２００円 ３連単： 発売なし 計： ４９０，１４８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１１０円 複 勝 � ２４０円 � １９０円 � １１０円 枠 連（１－５） ２，４７０円

普通馬連 �� ４，５７０円 馬 単 �� ９，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０３０円 �� ３４０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� １，５５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６１１９１ 的中 � １８６６１（４番人気）
複勝票数 計 ６２４４５０ 的中 � ２７４４９（４番人気）� ３９６５９（３番人気）� ４２５００５（１番人気）
枠連票数 計 ３２５３０１ 的中 （１－５） ９７３１（８番人気）
普通馬連票数 計 ９５４６５５ 的中 �� １５４３２（１３番人気）
馬単票数 計１０２８７６９ 的中 �� ８２９０（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９３６２６ 的中 �� ５９２０（１３番人気）�� ２１２１４（４番人気）�� ３７１６３（１番人気）
３連複票数 計１４１３４９２ 的中 ��� ６７４８３（３番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．３―１２．３―１２．８―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．９―３４．２―４６．５―５９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．９―３F３８．６
３ １（６，１０）－（３，１１）１３－（８，１５）（２，１２）９，５，７（４，１４） ４ １（６，１０）－（３，１１）１３－（８，１５）－２－１２，５（７，１４）（９，４）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ジョーレオーネ �
�
父 デ ィ ア ブ ロ �

�
母父 トウシヨウボーイ デビュー ２００７．１１．１１ 東京６着

２００５．４．６生 牡３鹿 母 フリーダムダンス 母母 リメンバーユー ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サウスジャック号は，平成２０年２月２７日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０００８８ １月２７日 晴 良 （２０中山１）第８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）

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
１：４８．４

重

重

４５ リノーンリーズン 牡３栗 ５６ 横山 典弘村中 徳広氏 鈴木 伸尋 浦河 谷口牧場 ４８８－ ４１：５７．９ １．６�

８１３ スガノゴールド 牡３鹿 ５６
５５ ☆田中 博康菅原光太郎氏 松永 康利 静内 グランド牧場 ４６２－ ４１：５９．１７ １４３．０�

６８ セイウンタナビク 牡３黒鹿５６ 松岡 正海西山 茂行氏 手塚 貴久 新冠 中本 隆志 ４５６－ ２１：５９．３１� １４．０�
１１ トーセンキンボシ �３栗 ５６ 今野 忠成島川 �哉氏 成島 英春 門別 藤本 友則 ４６６－ ８１：５９．４� ３．５�

（川崎）

４４ ウイントリビュート 牡３黒鹿５６ 四位 洋文�ウイン 戸田 博文 新冠 村上 欽哉 B４６２－ ２１：５９．６� １４．７�
２２ ストロングジャック 牡３栗 ５６ 北村 宏司村木 篤氏 増沢 末夫 静内 へいはた牧場 ５２２＋ ４１：５９．９２ ４５．２	
８１２ タツタイコウ 牡３栗 ５６ 小野 次郎鈴木 昭作氏 根本 康広 千歳 エクセレンス

ファーム ４９２＋ ６２：００．３２� ４１．５

５７ トウショウトラウト 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一トウショウ産業� 清水 英克 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４８４－ ８２：００．４クビ ５６．５�
５６ ベットオンミー 牡３鹿 ５６

５５ ☆大野 拓弥佐々木 力氏 清水 利章 静内 キヨタケ牧場 ４８２－１０２：００．９３ １９２．６�
７１１ カワキタライジン 牡３鹿 ５６ 津村 明秀川島 吉男氏 相沢 郁 門別 高澤 俊雄 ４４０－ ４２：０１．２１� １６．３
６９ バ チ ェ ラ ー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊山田 順通氏 和田 正道 様似 堀 弘康 ５３６－ ２２：０１．３� ７６．７�
７１０ サチノスクランブル 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹佐藤 幸彦氏 嶋田 潤 門別 中村牧場 ４８６－ ２２：０１．４クビ ３５．５�

（１２頭）
３３ カシマレジェンド 牡３鹿 ５６ 小林 淳一松浦 一久氏 佐藤 全弘 平取 原田 新治 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２６，４１９，６００円 複勝： ４１，８４６，０００円 枠連： ２９，３７０，６００円

普通馬連： ９３，７１８，９００円 馬単： １０８，５５３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，４５７，８００円

３連複： １２９，７００，６００円 ３連単： 発売なし 計： ４５７，０６６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １，１３０円 � ２９０円 枠 連（４－８） ２，２１０円

普通馬連 �� ６，６７０円 馬 単 �� ８，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８６０円 �� ４７０円 �� ９，３１０円

３ 連 複 ��� ２１，５７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６４１９６ 的中 � １３８００１（１番人気）
複勝票数 計 ４１８４６０ 的中 � ２４６７６０（１番人気）� ４１１７（１１番人気）� ２０４４６（４番人気）
枠連票数 計 ２９３７０６ 的中 （４－８） ９８４６（７番人気）
普通馬連票数 計 ９３７１８９ 的中 �� １０３７２（１８番人気）
馬単票数 計１０８５５３１ 的中 �� ９０２１（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７４５７８ 的中 �� ３５０９（１９番人気）�� １６００３（３番人気）�� ６７８（５２番人気）
３連複票数 計１２９７００６ 的中 ��� ４４３８（５６番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．１―１２．８―１３．３―１２．７―１２．６―１３．６―１３．８―１４．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．９―３７．７―５１．０―１：０３．７―１：１６．３―１：２９．９―１：４３．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５４．２―３F４１．６
１
３

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

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

リノーンリーズン �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 ヤマニンスキー デビュー ２００７．７．２２ 函館３着

２００５．３．１８生 牡３栗 母 ホマレノクイン 母母 イメージソング ５戦１勝 賞金 １１，４００，０００円
〔出走取消〕 カシマレジェンド号は，疾病〔左寛跛行〕のため出走取消。
※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。



０００８９ １月２７日 晴 良 （２０中山１）第８日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時２０分 （ダート・右）

新馬；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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

３５ ダイワランスロット 牡３黒鹿５６ O．ペリエ 大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ５０２ ―１：５８．４ １．６�
（仏）

７１４ ナンヨーザベース 牡３鹿 ５６ 北村 宏司中村 �也氏 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム ４８０ ―１：５９．１４ ２６．６�
６１１ ベルスリーブ 牝３鹿 ５４ 四位 洋文 �サンデーレーシング 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４８４ ―１：５９．３１� １１．２�
４８ ジートップキセキ 牡３栗 ５６ 村田 一誠�南原商事 本間 忍 静内 岡田スタツド ５０２ ―２：００．１５ ４６．７�
５９ バロンビスティー 牡３芦 ５６ 勝浦 正樹ビスティーズホース

ユニオン 尾形 充弘 平取 清水牧場 ５２２ ―２：００．７３� １４．６�
５１０ マイネルヴォランテ 牡３青鹿５６ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柴崎 勇 三石 木田 祐博 ５２０ ―２：０１．１２� ５．３	
１２ ヒカルホクレア 牡３鹿 ５６ 横山 典弘高橋 光氏 二ノ宮敬宇 登別 青藍牧場 ４８６ ―２：０１．９５ ２２．０

２４ ムタファーゲスト 牡３鹿 ５６ 松岡 正海鈴木 芳夫氏 鈴木 勝美 新冠 ビッグレッドファーム ４７０ ―２：０２．１１� １４７．７�
７１３ ヤギリスパイダー 牡３栗 ５６ 大庭 和弥内田 勝治氏 高橋 義博 千葉（有）下河辺トレー

ニングセンター ５３６ ―２：０２．２� ６５．５�
１１ コスモプランス 牡３栗 ５６ 柴山 雄一 �ビッグレッドファーム 菅原 泰夫 門別 坂口 豊翼 ５０８ ―２：０２．４１� ４７．８
２３ フォージドニンバス 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司�三登 佐藤 全弘 静内 光伸牧場 ４３８ ―２：０４．０１０ ２０４．８�
８１６ ライアンダイヤ 牡３鹿 ５６ 今野 忠成馬場瑛八郎氏 小島 茂之 門別 大江牧場 ５３０ ―２：０４．１� １１３．１�

（川崎）

３６ テージュパッター 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義�RRA 田中 清隆 早来 ノーザンファーム ４９０ ―２：０４．２� ２５．４�
８１５ テラモドリーミ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝�寺田工務店 小林 常泰 三石 澤田 嘉隆 ５２４ ―２：０４．３� ２４．０�
６１２ ベルモントバースト 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム ４７６ ―２：０４．９３� ３６．５�

（１５頭）
４７ サファリテンザン 牡３栗 ５６ 吉田 隼人熊久保勅夫氏 本郷 一彦 三石 仲野牧場 ― ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２６，２１８，３００円 複勝： ３２，２９８，９００円 枠連： ３４，０１８，４００円

普通馬連： ９０，６１１，７００円 馬単： １０１，０９６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，８８１，２００円

３連複： １３０，９８８，１００円 ３連単： 発売なし 計： ４４２，１１２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ４２０円 � ２６０円 枠 連（３－７） １，５７０円

普通馬連 �� １，９１０円 馬 単 �� ２，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� ３６０円 �� １，９００円

３ 連 複 ��� ４，６４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６２１８３ 的中 � １３４１３３（１番人気）
複勝票数 計 ３２２９８９ 的中 � １６６７３２（１番人気）� １０７３９（７番人気）� ２００８９（３番人気）
枠連票数 計 ３４０１８４ 的中 （３－７） １６０１９（６番人気）
普通馬連票数 計 ９０６１１７ 的中 �� ３５０８５（６番人気）
馬単票数 計１０１０９６３ 的中 �� ３２０８４（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６８８１２ 的中 �� ９３５７（６番人気）�� ２０５９９（２番人気）�� ３１９０（２０番人気）
３連複票数 計１３０９８８１ 的中 ��� ２０８６６（１６番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．５―１４．１―１４．２―１３．５―１３．２―１３．０―１２．４―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２５．４―３９．５―５３．７―１：０７．２―１：２０．４―１：３３．４―１：４５．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３８．０
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ダイワランスロット �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Woodman 初出走

２００５．３．６生 牡３黒鹿 母 ラスリングカプス 母母 Fieldy １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔出走取消〕 サファリテンザン号は，疾病〔左寛跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 ベルモントバースト号の騎手丹内祐次は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。

バロンビスティー号の騎手勝浦正樹は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベルモントバースト号は，平成２０年２月２７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１２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１２頭 カオリワンダー号・クニノローレル号・グランシュヴァリエ号・グランドグラッパ号・ゲゼルシャフト号・

シルクマンハッタン号・スガノオーシャン号・セレクトキング号・マルターズスクープ号・ムリムリ号・
モルフェリメンバー号・リンガスセンター号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０００９０ １月２７日 晴 良 （２０中山１）第８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）

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

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

３５ ザシークレット 牡３芦 ５６ 後藤 浩輝 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ５２０± ０１：１２．８ ２．５�

８１６� クレムリンエッグ 牡３栗 ５６ 吉田 隼人�ジェイアール 岩戸 孝樹 米 McDowell
Farm ４７４＋ ２１：１２．９� ８．７�

２４ シルクレセプション 牡３栗 ５６ 松岡 正海有限会社シルク中村 均 新冠 村上牧場 ５００＋ ４１：１３．２２ ４．４�
２３ ステルスワン 牡３鹿 ５６ 江田 照男長谷川光司氏 堀井 雅広 静内（有）石川牧場 ４７４＋ ６１：１３．３クビ １２７．２�
５１０ モ ン テ ミ ウ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘毛利 喜昭氏 松山 康久 静内 タイヘイ牧場 ４７４± ０１：１３．７２� ３．７�
３６ 	 サムシングワイルド 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲佐藤 聖也岡田 隆寛氏 境 征勝 静内 岡田牧場 ５１４＋１２１：１３．９１� ２６０．５	
５９ ブリリアントマリー 牝３栗 ５４ 石神 深一ディアレスト 佐々木亜良 浦河 中島牧場 ４０８－ ２１：１４．０� ６１．０

７１３ マルマツフライト 牡３栗 ５６ 今野 忠成松田 敏雄氏 和田 正道 浦河 村下牧場 ４８６＋１２１：１４．１クビ ５７．３�

（川崎）

８１５	 イナズマレオ 牡３黒鹿５６ 武士沢友治小泉 賢悟氏 �田 研二 新冠 ヒノデファーム ４７０－ ２ 〃 クビ ７４．７
６１２ マルターズウディー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊藤田与志男氏 萱野 浩二 門別 天羽 禮治 B４９２＋ ２１：１４．４１� １１０．７�
１１ � フェスティバルイヴ 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義前田 幸治氏 和田 正道 米 Brereton

C. Jones ４６６＋ ４１：１５．１４ １２．６�
４８ ネヴァリバティ 牡３鹿 ５６

５５ ☆田中 博康�ティーエイチ 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４８８－ ２１：１５．３１
 ３２．０�
４７ 	 ミサトマーブル 牡３青 ５６ 村田 一誠戸部 洋氏 谷原 義明 門別 ファーミングヤナキタ ４８４＋ ４１：１５．７２� １０７．７�
１２ 	 エイダイマティーニ 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥�東振牧場 西塚 安夫 鵡川 東振牧場 ４３２－ ６ 〃 クビ ２６６．０�
７１４	 フラワーバード 牝３栗 ５４ 石橋 脩福島 実氏 斎藤 誠 新冠 森 牧場 ４１６＋ ２１：１６．８７ ３９０．７�
６１１ サトノウインク 牝３鹿 ５４ 北村 宏司里見 治氏 古賀 慎明 静内 タイヘイ牧場 ４５２± ０１：１７．３３ １８．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，１６８，１００円 複勝： ３７，３１５，９００円 枠連： ２９，４７５，３００円

普通馬連： １２２，５５８，１００円 馬単： １０６，０９０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，９９９，５００円

３連複： １５２，６４２，７００円 ３連単： 発売なし 計： ５０７，２５０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １２０円 � １８０円 � １８０円 枠 連（３－８） ７７０円

普通馬連 �� ９２０円 馬 単 �� １，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ２９０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� １，６５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７１６８１ 的中 � ８６２９２（１番人気）
複勝票数 計 ３７３１５９ 的中 � １１９４６６（１番人気）� ４７２９２（３番人気）� ４５３６８（４番人気）
枠連票数 計 ２９４７５３ 的中 （３－８） ２８３７３（３番人気）
普通馬連票数 計１２２５５８１ 的中 �� ９８８９９（３番人気）
馬単票数 計１０６０９０７ 的中 �� ５８４２９（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１９９９５ 的中 �� ２４６５３（３番人気）�� ３００５１（２番人気）�� １００２１（７番人気）
３連複票数 計１５２６４２７ 的中 ��� ６８４２８（３番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．４―１１．５―１２．３―１２．７―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．７―３４．２―４６．５―５９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ザシークレット �
�
父 スピードワールド �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２００７．７．１ 福島８着

２００５．４．９生 牡３芦 母 スピードハミング 母母 スルーシーツー ７戦２勝 賞金 １６，６００，０００円
〔発走状況〕 サトノウインク号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。枠外に跳び出し馬体検査。馬装整備。前扉が破損したため外枠から発走。

発走時刻６分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 サトノウインク号は，平成２０年１月２８日から平成２０年２月１７日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サトノウインク号は，平成２０年２月２７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９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ９頭 アポロラムセス号・ウイングフット号・クリスタルロバリー号・スパイオブラヴ号・ドリームスカイラブ号・

ナンヨーリバー号・バーニングブライト号・フレンチノワール号・ラピッドガール号
※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。



０００９１ １月２７日 晴 良 （２０中山１）第８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 ７，４００，０００円 ２，４５０，０００
２，４５０，０００

円
円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

１２ � ナイキアプロード 牡４黒鹿５６ 横山 典弘小野 誠治氏 古賀 史生 米
Michael Levy, Robert
Levy & Mr. & Mrs. Fran-
cis Vanlangendonck

B４９０＋ ４１：３５．０ ４．０�

４８ カツヨカムトゥルー 牡５鹿 ５７ 武士沢友治丹羽 茂文氏 中野渡清一 三石 嶋田牧場 ４５４＋ ２ 〃 クビ １１．７�
５１０� ライフブリーズ 牝５鹿 ５５ 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 �田 研二 静内 岡田スタツド ４３２－１３ 〃 同着 ８５．４�
３５ ジョウノパンジー 牝４鹿 ５４ 北村 宏司小川 義勝氏 古賀 慎明 門別 三城牧場 ４４０＋ ６１：３５．４２	 ９．０�
２３ � ダノンスイショウ 牝５鹿 ５５ 今野 忠成�ダノックス 加藤 征弘 米 Shadai Farm ４９４＋ ４１：３５．５
 １０．１�

（川崎）

２４ コアレスレーサー 牡４黒鹿５６ 小林 淳一小林 昌志氏 成島 英春 平取 高橋 幸男 ５４０＋３４１：３５．７
 ２２．０	
８１６� ラビットジーズニ 牝４鹿 ５４ 木幡 初広喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４５０－１０１：３５．８	 １１４．６

７１４ マイネルスカット 牡５黒鹿 ５７

５６ ☆田中 博康 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 上原 博之 静内 タイヘイ牧場 ５１６＋１０ 〃 クビ ３．９�

８１５� ミスターショウ 牡５栃栗５７ O．ペリエ 田島榮二郎氏 中野 栄治 三石 田中 春美 ４５２± ０１：３５．９クビ ７５．０�
（仏）

７１３ ショウナンタイトル 牡５黒鹿５７ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ５０２＋３０１：３６．３２	 １１．７
６１１ カ ピ タ ー ノ 牡４黒鹿５６ 吉田 隼人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 勢司 和浩 浦河 富菜牧場 ４７６－ ２１：３６．５１ ５．１�
６１２� ウエストリリー 牝４鹿 ５４

５３ ☆大野 拓弥中村 雅信氏 鈴木 勝美 静内 西村 和夫 ４０２－２８１：３７．０３ ２９４．０�
４７ � エーシンパーティー 牝４黒鹿５４ 柴山 雄一平井 宏承氏 畠山 吉宏 米 Winches-

ter Farm ４５６＋ ２１：３７．４２	 ６１．１�
３６ ユキノマーヴェラス 牝４栗 ５４ 四位 洋文井上 基之氏 増沢 末夫 新冠 赤石 久夫 ４６２＋１２１：３７．５	 １９．９�
５９ � ミュージックハート 牡５鹿 ５７ 加藤士津八�ダイリン 佐々木亜良 静内 今 牧場 ４８６＋ ４１：３８．８８ ３０６．０�
１１ � トーセンアラベスク 牝５栗 ５５ 村田 一誠島川 �哉氏 中野渡清一 静内 岡田スタツド ４６８－１５１：４０．５大差 ４６．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，８５６，８００円 複勝： ２８，０７５，０００円 枠連： ３２，９８７，６００円

普通馬連： １１２，９６３，６００円 馬単： ８５，２３５，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，６１９，１００円

３連複： １４２，１８３，２００円 ３連単： 発売なし 計： ４５０，９２１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � ２１０円 �
�

３４０円
１，４６０円 枠 連（１－４）（１－５）

１，２３０円
６，０９０円

普通馬連 ��
��

１，０８０円
１３，３４０円 馬 単 ��

��
２，４００円
１８，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】

��
��

８７０円
６，５００円 �� ８，２２０円

３ 連 複 ��� ７１，２４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１８５６８ 的中 � ４３５９３（２番人気）
複勝票数 計 ２８０７５０ 的中 � ４２０４６（３番人気）� ２１６１４（５番人気）� ４１４５（１２番人気）
枠連票数 計 ３２９８７６ 的中 （１－４） １０１９３（１２番人気）（１－５） １９５０（２８番人気）
普通馬連票数 計１１２９６３６ 的中 �� ４０１７５（９番人気）�� ３０２４（５６番人気）
馬単票数 計 ８５２３５７ 的中 �� １３３３４（１９番人気）�� １７２２（９０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７６１９１ 的中 �� ８２４２（９番人気）�� １０１９（５７番人気）�� ８０４（６５番人気）
３連複票数 計１４２１８３２ 的中 ��� １４７３（１６３番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．５―１０．６―１１．０―１２．１―１２．６―１２．９―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．１―３３．７―４４．７―５６．８―１：０９．４―１：２２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F５０．３―３F３８．２

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

勝馬の
紹 介

�ナイキアプロード �
�
父 Orientate �

�
母父 Great Above デビュー ２００６．１２．１７ 中山１着

２００４．４．２８生 牡４黒鹿 母 Pascali 母母 Rexson’s Rose ８戦２勝 賞金 １５，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーセンアラベスク号は，平成２０年２月２７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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ハードランナー号
（非抽選馬） ５頭 シルクオルフェウス号・タカラボス号・ナンヨーウエスト号・マジックカイマナ号・リヴィエラブルー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０００９２ １月２７日 晴 良 （２０中山１）第８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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

１１ フィクシアス 牡４鹿 ５６ 田中 勝春井上 修一氏 浅野洋一郎 門別 山際 辰夫 ４７０－ ４１：１２．６ ８．８�

８１６� マルターズマガン 牡４栗 ５６ O．ペリエ 藤田与志男氏 勢司 和浩 米 Darrell Brown
& Lendy Brown B４８２± ０ 〃 アタマ ７．４�

（仏）

５１０ クリノラブゴールド 牡４鹿 ５６ 木幡 初広栗本 博晴氏 中島 敏文 静内 岡田 隆志 ４９０－１０ 〃 クビ ４．３�
２４ � トーセンマンボ 牡５鹿 ５７ 小野 次郎島川 �哉氏 保田 一隆 静内 岡田スタツド ５４８＋ ４１：１２．７クビ ４．２�
８１５ ベルモントエアロ 牡４栗 ５６ 今野 忠成 �ベルモントファーム 小西 一男 新冠 ベルモント

ファーム ４８２－ ２１：１３．５５ ４．６�
（川崎）

３６ ム ー ン ボ ー 牝４鹿 ５４ 柴山 雄一金子真人ホール
ディングス	 高市 圭二 早来 ノーザンファーム ４２０－ ８１：１３．６	 ５３．９


３５ � ダイシンチャンス 牡７芦 ５７ 江田 照男大八木信行氏 南田美知雄 米 Lothenbach
Stables Inc ５１０＋１０１：１３．８１ １４３．６�

５９ スマートスナイパー 牡５青鹿５７ 後藤 浩輝大川 徹氏 佐々木亜良 静内 高橋 誠次 B４８４＋１８１：１３．９
 ４９．７�
４８ � オカールノキセキ 牡４芦 ５６ 小林 淳一新井原 博氏 清水 英克 門別 合資会社カ

ネツ牧場 ４９４－ ４ 〃 アタマ ３１．６
４７ � キングエルドラド 牡４鹿 ５６ 北村 宏司菅原 史博氏 増沢 末夫 米 Servel

Ranch, Inc. ４７２－ ４１：１４．１１� １５．７�
６１２� シーキングドーラ 牝４栗 ５４ 吉田 隼人藤田与志男氏 秋山 雅一 米 Yoshio Fujita ４６０－ ４１：１４．３１ ７１．６�
７１３ タケデンバトル 牡８栗 ５７

５４ ▲佐藤 聖也武市 弘氏 田子 冬樹 浦河 安藤牧場 B４９８± ０ 〃 クビ ２０４．４�
６１１ フレンチシェフ 牡５栗 ５７ 石橋 脩セゾンレースホース	 松山 康久 白老 白老ファーム ５１８－ ８ 〃 ハナ ７．２�
２３ � シルクグラディウス 牡４黒鹿５６ 勝浦 正樹有限会社シルク嶋田 潤 早来 吉田牧場 B５１４＋１８１：１４．５
 ７２．３�
７１４ シルクフラッグ 牡５鹿 ５７ 南田 雅昭有限会社シルク南田美知雄 三石 木下牧場 B４９４＋ １１：１４．６
 ２０３．７�
１２ � キングスタイム 牡５黒鹿５７ 岩部 純二湯澤 寛氏 山田 要一 新冠 コスモビューファーム ５３８＋ ９１：１７．０大差 １６８．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，１３４，２００円 複勝： ３６，８４７，５００円 枠連： ３９，３３８，３００円

普通馬連： １３４，０３１，３００円 馬単： １０８，０５０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，３８０，８００円

３連複： １５８，７０５，５００円 ３連単： 発売なし 計： ５３４，４８７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８８０円 複 勝 � ２８０円 � ２９０円 � １６０円 枠 連（１－８） １，６１０円

普通馬連 �� ３，４７０円 馬 単 �� ７，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３８０円 �� ８３０円 �� ８００円

３ 連 複 ��� ６，３３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６１３４２ 的中 � ２３５８８（６番人気）
複勝票数 計 ３６８４７５ 的中 � ３１１３５（５番人気）� ２９９３７（６番人気）� ７５４４８（１番人気）
枠連票数 計 ３９３３８３ 的中 （１－８） １８０８３（８番人気）
普通馬連票数 計１３４０３１３ 的中 �� ２８５７３（１７番人気）
馬単票数 計１０８０５０３ 的中 �� １０１８０（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１３８０８ 的中 �� ５４５２（１９番人気）�� ９５１８（１０番人気）�� ９８２３（９番人気）
３連複票数 計１５８７０５５ 的中 ��� １８５１５（２４番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．３―１１．３―１２．４―１３．２―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．４―３３．７―４６．１―５９．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フィクシアス �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 バ イ ア モ ン デビュー ２００６．７．２９ 新潟１６着

２００４．４．１０生 牡４鹿 母 シ ル キ ー 母母 チャッターボックス １６戦２勝 賞金 ２２，３９６，０００円
〔制裁〕 シルクフラッグ号の騎手南田雅昭は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。

フィクシアス号の騎手田中勝春は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キングスタイム号は，平成２０年２月２７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 エーピーレジェンド号・ジャックローズ号
※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。



０００９３ １月２７日 晴 良 （２０中山１）第８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，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金１，２００万円毎
１�増

賞 品
本 賞 １９，０００，０００円 ７，６００，０００円 ４，８００，０００円 ２，９００，０００円 １，９００，０００円
付 加 賞 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

２３ デヴェロッペ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊ディアレスト 加賀 武見 門別 福満牧場 ４８６－ ４１：３５．６ ５３．２�

１１ スワンキーポーチ 牝３栗 ５４ 横山 典弘吉田 照哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４７２－ ４１：３６．０２� ２．７�
７１４� マルターズオリジン 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝藤田与志男氏 水野 貴広 米 Yoshio Fujita ４６４－ ２ 〃 クビ ４．１�
１２ ローズカットダイヤ 牝３栗 ５４ 松岡 正海�橋 修身氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４４８－ ８１：３６．３１	 ２１．２�
４７ エールドクラージュ 牝３青鹿５４ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 門別 三城牧場 ４９８＋ ８１：３６．４クビ ８．６�
３６ エフティマイア 牝３鹿 ５６ 蛯名 正義吉野 英子氏 矢野 進 早来 ノーザンファーム ４３８－ ２１：３６．６１� ９．１�
６１１ ニシノガーランド 牝３鹿 ５４ 田中 勝春西山 茂行氏 武藤 善則 鵡川 西山牧場 ４６８＋ ４１：３６．７クビ ６．５	
５１０ スイートカルタゴ 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹シンボリ牧場 石毛 善彦 門別 シンボリ牧場 ４７０－ ６１：３６．９１
 ５２．６

６１２ コスモランゲル 牝３鹿 ５４ 津村 明秀 �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 ４１６＋ ６ 〃 クビ ６３．０�
８１５� サンライトポリニア 牝３黒鹿５４ 江田 照男酒井 祐三氏 堀井 雅広 新冠 ムラカミファーム ４２８－ ６１：３７．１	 ２９６．７
７１３ マロンティアラ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治栗崎 清治氏 的場 均 新冠 隆栄牧場 ４７２＋ ２１：３７．２	 ２８５．４�
２４ � ミゼリコルデ 牝３鹿 ５４ 四位 洋文吉田 和子氏 音無 秀孝 英 Meon Val-

ley Stud ４７６＋ ４１：３７．３� ９．３�
５９ � ディーズテンダー 牝３鹿 ５４ 小野 次郎田口 廣氏 大江原 哲 新冠 上井農場 ４５２－２２１：３７．４� １１７．２�
４８ � トミノプラネット 牝３黒鹿５４ 今野 忠成木村 龍彦氏 長谷川三郎 静内 富岡 廣光 ４２６－ ７１：３７．５� １７２．１�

（川崎） （川崎）

８１６ タイキティファニー 牝３青鹿５４ 吉田 隼人�大樹ファーム 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４５２－ ８ 〃 クビ ３８．９�
３５ コ ヅ ル 牝３黒鹿５４ 田中 博康�グランド牧場 上原 博之 静内 グランド牧場 ４２４－ ８１：３８．３５ １０８．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４４，６４１，９００円 複勝： ６４，７２４，４００円 枠連： ４８，３７０，２００円

普通馬連： ２２５，１１５，０００円 馬単： １４８，５６２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ５１，３６５，５００円

３連複： １８８，０７６，５００円 ３連単： ４７１，１２０，７００円 計： １，２４１，９７７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，３２０円 複 勝 � ９５０円 � １３０円 � １４０円 枠 連（１－２） ８８０円

普通馬連 �� ５，７９０円 馬 単 �� １５，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５７０円 �� ２，２５０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ９，７１０円 ３ 連 単 ��� ８０，０６０円

票 数

単勝票数 計 ４４６４１９ 的中 � ６６１９（１０番人気）
複勝票数 計 ６４７２４４ 的中 � １０２９９（１０番人気）� １７２９１９（１番人気）� １４２９２９（２番人気）
枠連票数 計 ４８３７０２ 的中 （１－２） ４０６８０（３番人気）
普通馬連票数 計２２５１１５０ 的中 �� ２８７１２（１９番人気）
馬単票数 計１４８５６２８ 的中 �� ７０６１（４４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５１３６５５ 的中 �� ７３０３（１８番人気）�� ５０２５（２３番人気）�� ５７６６８（１番人気）
３連複票数 計１８８０７６５ 的中 ��� １４３０７（２９番人気）
３連単票数 計４７１１２０７ 的中 ��� ４３４３（２１５番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．４―１１．９―１２．５―１２．４―１１．７―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．２―３４．６―４６．５―５９．０―１：１１．４―１：２３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．１―３F３６．６

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

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

JRA育成馬

勝馬の
紹 介

デヴェロッペ �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 Nashwan デビュー ２００７．１２．１５ 中山１着

２００５．４．４生 牝３鹿 母 ショウエイミズキ 母母 ア ル ヴ ォ ラ ３戦２勝 賞金 ２６，３５７，０００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 モエレカトリーナ号
※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。



０００９４ １月２７日 晴 良 （２０中山１）第８日 第１０競走 ��
��１，２００�サンライズステークス

発走１５時００分 （芝・右・外）
４歳以上，１，６００万円以下，１９．１．２０以降２０．１．２０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 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

２４ リキサンファイター 牡４栗 ５４ 蛯名 正義 �ハイパワー商事 高木 登 青森 オオタ牧場 ４７０＋ ６１：０８．７ ５．１�

３５ メジロシリング 牡５栗 ５７ 四位 洋文�メジロ牧場 北出 成人 洞爺 メジロ牧場 B５１０－１２１：０８．８� １９．８�
２３ ウエスタンビーナス 牝５黒鹿５３ 郷原 洋司西川 賢氏 鈴木 康弘 静内 北西牧場 ４５２＋ ８ 〃 アタマ １９．５�
４８ ピサノグラフ 牝６鹿 ５４ 横山 典弘市川 義美氏 藤沢 和雄 門別 シンコーファーム ４９０＋１０１：０９．０１ ４．７�
１２ � エフテーストライク 牝４青鹿５２ 武士沢友治深野 茂雄氏 西塚 安夫 三石 斉藤 正男 ４２２＋ ２ 〃 クビ １９．８�
１１ エネルマオー 牡６鹿 ５６ O．ペリエ 西山 茂行氏 宮本 博 浦河 高昭牧場 B４６８－ ６１：０９．１クビ ７．７�

（仏）

５１０� オーヴェール 牡６鹿 ５５ 柴山 雄一 �サンデーレーシング 浅見 秀一 英 Tigerland Ltd ５４４－１８１：０９．２� ５３．１	
８１５ テイエムポイント 牡７鹿 ５４ 勝浦 正樹竹園 正繼氏 羽月 友彦 新冠 的場牧場 ４９２－ ８ 〃 クビ １６．７

８１６ ブランシュネージュ 牝６芦 ５１ 柄崎 将寿 �キャロットファーム 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム ４４６－ ４１：０９．３� ５９．９�
７１４� ナチュラルメイク 牝６栗 ５４ 今野 忠成臼田 浩義氏 加藤 征弘 新冠 勝川牧場 ４６４－ ２１：０９．４クビ １５．８�

（川崎）

５９ � コンゴウリュウオー 牡４黒鹿５４ 吉田 隼人金岡 久夫氏 山内 研二 米 Runnymede
Farm Inc et al ４９４＋ ４１：０９．６１	 ５．２

３６ ダンディーズケア 牡５鹿 ５７ 田中 勝春臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４８２＋ ６１：１０．２３� ７．１�
７１３ サインゴールド 牝５栗 ５２ 村田 一誠山田 順通氏 梅内 忍 様似 堀 弘康 ４６２－ ６ 〃 アタマ ４８．２�
４７ マイネルサニベル 牡４芦 ５３ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新冠 小泉 学 ４９２＋１０１：１１．４７ ９５．４�
６１２ ミキノモナコ 牝４栗 ５２ 小野 次郎谷口 久和氏 保田 一隆 三石 久米 和夫 ４６８＋ ４１：１１．８２� ６２．６�
６１１� フレッシュバニラ 牝５鹿 ５３ 後藤 浩輝渡邊 隆氏 松山 康久 米 Takashi

Watanabe ４５８－１０１：１２．１１
 ３５．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４８，５９３，６００円 複勝： ７５，７１８，９００円 枠連： ６６，８４７，６００円

普通馬連： ２８４，１１１，５００円 馬単： １６９，９４４，４００円 ワイド【拡大馬連】： ６５，６９４，８００円

３連複： ２６９，６２２，７００円 ３連単： ６１４，６３３，１００円 計： １，５９５，１６６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � ２３０円 � ５２０円 � ５４０円 枠 連（２－３） １，１６０円

普通馬連 �� ６，２６０円 馬 単 �� １０，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９４０円 �� １，９２０円 �� ５，１６０円

３ 連 複 ��� ３８，８９０円 ３ 連 単 ��� １９６，７９０円

票 数

単勝票数 計 ４８５９３６ 的中 � ７６４２８（２番人気）
複勝票数 計 ７５７１８９ 的中 � １０２６２１（２番人気）� ３５２９１（８番人気）� ３３９３３（１０番人気）
枠連票数 計 ６６８４７６ 的中 （２－３） ４２５８７（３番人気）
普通馬連票数 計２８４１１１５ 的中 �� ３３５２８（２９番人気）
馬単票数 計１６９９４４４ 的中 �� １２１６８（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６５６９４８ 的中 �� ８４２７（２７番人気）�� ８５１３（２６番人気）�� ３０８６（５４番人気）
３連複票数 計２６９６２２７ 的中 ��� ５１１７（１２４番人気）
３連単票数 計６１４６３３１ 的中 ��� ２３０５（６０５番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．３―１１．０―１１．５―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．２―３３．２―４４．７―５６．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リキサンファイター �
�
父 リンドシェーバー �

�
母父 メジロアルダン デビュー ２００６．９．２３ 中山２着

２００４．５．６生 牡４栗 母 オーロラマキシマム 母母 カタクラヒメ １６戦４勝 賞金 ６２，１８８，０００円
〔制裁〕 メジロシリング号の騎手四位洋文は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミキノモナコ号・フレッシュバニラ号は，平成２０年２月２７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１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１０頭 サウスヒューマー号・タイキシルバー号・ダイワティグリス号・チョウカイミッキー号・ハネダテンシ号・

バレンソール号・ヒシハイグレード号・プレミアムボックス号・マルターズホビー号・マルターズマッシブ号
※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。



０００９５ １月２７日 晴 良 （２０中山１）第８日 第１１競走 ��
��２，２００�第４９回アメリカジョッキークラブカップ（ＪｐｎⅡ）

発走１５時３５分 （芝・右・外）
４歳以上；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減，１９．１．２０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，１９．１．１９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）
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 １，１７６，０００円 ３３６，０００円 １６８，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

２：１０．１
２：１０．１

良

良

３５ エアシェイディ 牡７栗 ５７ 後藤 浩輝 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４９０＋ ６２：１３．６ ６．１�

６１１ トウショウナイト 牡７栗 ５７ 武士沢友治藤田 衛成氏 保田 一隆 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４９４－１０２：１３．８１� ２９．３�

８１６ ブラックアルタイル �６黒鹿５７ 吉田 隼人 �社台レースホース二ノ宮敬宇 白老 白老ファーム ４８８－ ６ 〃 クビ １７．１�
２３ メテオバースト 牡７鹿 ５７ 横山 典弘 �サンデーレーシング 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４９４－ ２ 〃 ハナ ６８．５�
５１０ ドリームパスポート 牡５青鹿５７ 松岡 正海セゾンレースホース� 稲葉 隆一 白老 白老ファーム ４８４＋１０２：１３．９クビ ２．２�
７１３ サンバレンティン 牡７栗 ５７ 石橋 脩吉田 勝己氏 佐々木晶三 早来 ノーザンファーム ４６４－１２２：１４．２２ ９３．６	
１１ トウカイトリック 牡６鹿 ５７ 蛯名 正義内村 正則氏 松元 省一 三石 土田 扶美子 ４４０－ ６２：１４．４１� ６．４

５９ シルクネクサス 牡６栗 ５７ O．ペリエ 有限会社シルク岡田 稲男 新冠 早田牧場新

冠支場 ５１０－ ２ 〃 クビ ９．１�
（仏）

８１５ チェストウイング 牡７黒鹿５７ 田中 博康臼田 浩義氏 秋山 雅一 早来 ノーザンファーム ４４６＋ ４２：１４．８２	 ２１６．３�
４８ シルクフェイマス 牡９鹿 ５７ 四位 洋文有限会社シルク鮫島 一歩 新冠 早田牧場新

冠支場 ４８０＋ ８２：１４．９	 ６９．７
６１２ ブリットレーン 牡９黒鹿５７ 横山 義行 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加賀 武見 浦河 昭和牧場 ５０６＋１０２：１５．１１� ３９４．２�
４７ アドマイヤメイン 牡５栗 ５７ 田中 勝春近藤 利一氏 橋田 満 早来 ノーザンファーム ５１４＋ ６ 〃 クビ ６．５�
７１４ ダブルティンパニー 牡６栗 ５７ 吉田 豊金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４９８－ ８ 〃 アタマ ２６．８�
２４ ドリーミーオペラ 牡６鹿 ５７ 勝浦 正樹小川 有世氏 菊川 正達 早来 吉田牧場 ４４６＋ ２２：１５．３１ １５３．３�
３６ メイショウレガーロ 牡４黒鹿５６ 柴山 雄一松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４６６＋ ２ 〃 アタマ ２９．２�
１２ ゴーウィズウィンド 牡９黒鹿５７ 今野 忠成岡田 牧雄氏 国枝 栄 新冠 オートファー

ム �渡 B４７８＋ ４２：１５．６１
 ２３９．５�
（川崎）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５６，０１８，１００円 複勝： １９５，４９７，９００円 枠連： １７９，４０１，４００円

普通馬連： １，０４８，９５４，２００円 馬単： ６５２，６０４，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２１０，１２８，５００円

３連複： ９８０，７８７，４００円 ３連単： ２，３５９，２９４，１００円 計： ５，７８２，６８６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � ２００円 � ５８０円 � ４６０円 枠 連（３－６） ４，８７０円

普通馬連 �� ７，０４０円 馬 単 �� １３，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８４０円 �� １，１２０円 �� ４，０３０円

３ 連 複 ��� ２４，４２０円 ３ 連 単 ��� １４２，１９０円

票 数

単勝票数 計１５６０１８１ 的中 � ２０２５７３（２番人気）
複勝票数 計１９５４９７９ 的中 � ３２５５７１（２番人気）� ７７８２６（７番人気）� １０１２４４（６番人気）
枠連票数 計１７９４０１４ 的中 （３－６） ２７２０６（１５番人気）
普通馬連票数 計１０４８９５４２ 的中 �� １１００９７（２３番人気）
馬単票数 計６５２６０４５ 的中 �� ３６５８５（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２１０１２８５ 的中 �� ２８１４３（２１番人気）�� ４７７０８（１３番人気）�� １２５３９（３６番人気）
３連複票数 計９８０７８７４ 的中 ��� ２９６４７（７１番人気）
３連単票数 計２３５９２９４１ 的中 ��� １２２４６（３６７番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１２．７―１２．３―１２．２―１２．１―１２．１―１２．２―１１．８―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．７―２４．０―３６．７―４９．０―１：０１．２―１：１３．３―１：２５．４―１：３７．６―１：４９．４―２：０１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．２―３F３６．０
１
３
７－（６，９）１４－８（１，１０）（５，１１）（２，１６）３，１２－（４，１３，１５）
７，９（６，１４）（８，１０，１１）（３，１，５，１６）（４，１５，２，１２）１３

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

勝馬の
紹 介

エアシェイディ �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００３．１１．１ 東京２着

２００１．２．２０生 牡７栗 母 エアデジャヴー 母母 アイドリームドアドリーム ２３戦７勝 賞金 ３４８，０９６，０００円
〔制裁〕 ドリームパスポート号の騎手松岡正海は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金７０，０００円。

ドリームパスポート号の騎手松岡正海は，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。
ブラックアルタイル号の騎手吉田隼人は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００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。



０００９６ １月２７日 晴 良 （２０中山１）第８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 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

６１２ ヴァンデグローブ 牡５栗 ５７ 北村 宏司 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ５２６＋ ８１：５４．５ ３．８�

８１５ ダイワルビア 牡４栗 ５６ 四位 洋文大城 敬三氏 増沢 末夫 早来 ノーザンファーム ５２８＋ ２１：５４．８２ ２．３�
４７ フサイチカムーン 牡４鹿 ５６ 土谷 智紀関口 房朗氏 池上 昌弘 鵡川 西山牧場 ５０６＋１２１：５５．３３ １１．０�
７１４� コーリンヴァリウス 牡６鹿 ５７ 江田 照男伊藤 恵子氏 平井 雄二 門別 日高大洋牧場 ４６６＋ ２１：５５．４クビ １７．７�
７１３� ギシアラバストロ 牡４青鹿５６ 田中 勝春吉田 和美氏 古賀 慎明 米 Racehorse Man-

agement, LLC ４８２＋１０１：５５．５	 ３１．６�
３６ クロカンブッシュ 牝４鹿 ５４

５３ ☆田中 博康�橋 修身氏 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４３２＋ ６ 〃 アタマ １０１．１�
１２ トラストブラック 牡６栗 ５７ 蛯名 正義菅波 雅巳氏 土田 稔 静内 飛野牧場 B５５８－ ４１：５５．８１
 ９．９	
６１１ エドノドリーム 牡７鹿 ５７ 吉田 豊遠藤 喜松氏 内藤 一雄 三石 沖田 忠幸 ４７０＋１０１：５６．０１� ５６．１

３５ � タカラトゥルー 牡４鹿 ５６ 横山 典弘村山 義男氏 国枝 栄 米 Padua

Stables B５３４＋１０１：５６．２１ ６．２�
２４ ウエスタンリジ �６鹿 ５７ 小野 次郎西川 賢氏 保田 一隆 静内 北西牧場 ５１４－ ２１：５６．６２	 ７５．５�
５１０ デジデーリオ 牡６鹿 ５７ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 清水 美波 千歳 社台ファーム ４８６＋１６ 〃 クビ ８９．６
１１ マイネルランプロス 牡５栗 ５７ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム ５２４－ ６１：５７．０２	 ２４．５�
４８ � ワールドサンボーイ �９鹿 ５７ 田中 剛大澤 毅氏 中島 敏文 伊達 高橋農場 ５００－ ２１：５８．２７ １５９．６�
５９ � キクノエンブレム 牡７鹿 ５７

５６ ☆大野 拓弥菊池 五郎氏 石毛 善彦 浦河 鮫川 啓一 ４８６＋１８１：５９．０５ ２６２．５�
２３ ダイショウゴードン 牡６鹿 ５７ 後藤 浩輝馬場 �晃氏 佐々木亜良 静内 三木田 明仁 ４７８＋ ８２：０１．５大差 ９５．０�

（１５頭）
８１６ ラ ン キ ン グ 牡５栗 ５７

５４ ▲佐藤 聖也塩入 通之氏 加賀 武見 浦河 今井 秀樹 ４８４－１０ （競走除外）

売 得 金

単勝： ４８，３１９，１００円 複勝： ５５，８９２，３００円 枠連： ６２，３９０，０００円

普通馬連： ２４４，７９０，９００円 馬単： １６３，３７２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ５６，２５５，４００円

３連複： ２０４，９０５，８００円 ３連単： ５２５，７５７，４００円 計： １，３６１，６８３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １５０円 � １２０円 � ２５０円 枠 連（６－８） ４３０円

普通馬連 �� ４６０円 馬 単 �� ９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ６４０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� １，４１０円 ３ 連 単 ��� ５，７９０円

票 数

単勝票数 差引計 ４８３１９１（返還計 ４３１５） 的中 � １００３５９（２番人気）
複勝票数 差引計 ５５８９２３（返還計 ６７１０） 的中 � ９８８０５（２番人気）� １６８６８４（１番人気）� ４１９５４（５番人気）
枠連票数 差引計 ６２３９００（返還計 ７１４４） 的中 （６－８） １０８９２８（１番人気）
普通馬連票数 差引計２４４７９０９（返還計 ７２１５３） 的中 �� ３９５４９３（１番人気）
馬単票数 差引計１６３３７２９（返還計 ４７０５０） 的中 �� １２６１２１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ５６２５５４（返還計 １８０１５） 的中 �� ７７４６７（１番人気）�� １９０９１（８番人気）�� ３１７００（４番人気）
３連複票数 差引計２０４９０５８（返還計１１２７３０） 的中 ��� １０７３１２（２番人気）
３連単票数 差引計５２５７５７４（返還計２６４０３７） 的中 ��� ６７０２２（７番人気）

ハロンタイム １２．４―１２．０―１２．６―１２．９―１２．３―１２．７―１３．２―１３．０―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．４―３７．０―４９．９―１：０２．２―１：１４．９―１：２８．１―１：４１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．３―３F３９．６
１
３

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

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

ヴァンデグローブ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００６．７．２９ 新潟１着

２００３．３．２２生 牡５栗 母 メイプルシロップ 母母 ドリームビジヨン ６戦４勝 賞金 ４５，０４１，０００円
〔競走除外〕 ランキング号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイショウゴードン号は，平成２０年２月２７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１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１０頭 エイダイタカラブネ号・オーロブライト号・カブキメーク号・ダイレクトパス号・ハウンドコップ号・

フレンチウォリアー号・マヤノポペット号・ラドランファーマ号・レイジングザバー号・ロトブルースター号



（２０中山１）第８日 １月２７日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７９頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２９８，１６０，０００円
２０，７２０，０００円
２，７５０，０００円
３３，２８０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，３４１，０００円
４，９２６，０００円
１，８０７，９００円

勝馬投票券売得金
５００，３８１，８００円
７１１，９３４，２００円
６０３，７８３，３００円
２，６３５，６９９，１００円
１，９３４，１９２，４００円
６１２，８７０，０００円
２，７５４，８１４，７００円
３，９７０，８０５，３００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 １３，７２４，４８０，８００円

総入場人員 ３７，３４４名 （有料入場人員 ３５，２６８名）



平成２０年度 第１回中山競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，４９２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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１，８８６，１４０，０００円
１３，６４０，０００円
１４４，９３０，０００円
１６，２９０，０００円
２０３，２６０，０００円
５８０，０００円
５８０，０００円

５３１，７３６，０００円
４２，５７９，２００円
１５，０６９，２００円

勝馬投票券売得金
３，４６１，６０７，４００円
４，７８２，８９３，８００円
４，９７１，５４３，７００円
１９，２１６，２９９，２００円
１３，７７３，７５５，０００円
４，４４８，０６５，８００円
２０，３９４，８１６，４００円
２６，７０９，６２４，１００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 ９７，７５８，６０５，４００円

総入場延人員 ２７７，７５３名 （有料入場延人員 ２６１，４９８名）




