
０００３７ １月１１日 曇 良 （２２中山１）第４日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走９時５０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

８１６ ラッシュザワーク 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �グリーンファーム 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４９４－ ２１：１３．７ ５．４�

２４ ディアブリッジ 牝３黒鹿５４ A．クラストゥス ディアレスト 畠山 吉宏 日高 新井 昭二 ４５０＋ ４１：１４．５５ ９．６�
（仏）

４７ アーティカル 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣�三嶋牧場 伊藤 伸一 浦河 三嶋牧場 ４４２＋ ２１：１４．６� ４５．４�
５９ ネバークイン 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成澤 洋氏 河野 通文 新ひだか マークリ牧場 ４６２＋ ６１：１４．８１ ２．６�
１２ チェリーブランデー 牝３鹿 ５４ 田中 勝春�橋 修身氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４１２± ０１：１４．９� ３０．３�
５１０ ボンジュールチエ 牝３黒鹿５４ 江田 照男田中善次郎氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４５２－ ４ 〃 クビ ２０．２	
３６ オフェンシヴライン 牡３栗 ５６ 松岡 正海広尾レース� 松永 幹夫 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム ４４４＋１０１：１５．０クビ ９．２

６１２ ツーピースルーラー 牝３青鹿５４ 的場 勇人西村 和夫氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 ４４６＋１０１：１５．１� ２０．４�
８１５ ノ ア シ ー ズ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲草野 太郎佐山 公男氏 天間 昭一 むかわ エスティウィンファーム ４２６－ ６１：１５．３１� １０３．３�
７１４ ファルファリーナ 牝３鹿 ５４ 田中 博康 �社台レースホース高橋 祥泰 千歳 社台ファーム ４１８± ０ 〃 アタマ １２．０
２３ リバーソナタ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真河越 武治氏 星野 忍 新ひだか 飯岡牧場 ４２４± ０１：１５．４� ４０４．８�
７１３ メジロジャクソン 牡３鹿 ５６ 吉田 豊�メジロ牧場 高橋 裕 洞爺湖 メジロ牧場 ５２６＋１２１：１５．５クビ ５．２�
１１ シベリアンメイン 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 ４５８－ ６ 〃 クビ １０９．６�
３５ コスモハーバー 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 浦河 田中スタッド ４６０± ０１：１５．６� ５０．５�
６１１ ダンシングムーン 牡３鹿 ５６ 武士沢友治岡田 牧雄氏 秋山 雅一 新ひだか 岡田スタツド ４５６＋ ４１：１５．９１� ２１７．２�
４８ アイラヴキャンディ 牝３栗 ５４ 大庭 和弥�宮内牧場 石栗 龍彦 浦河 宮内牧場 ４２２± ０１：１６．０� １８５．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，１００，９００円 複勝： ２７，９６２，１００円 枠連： １６，１６０，１００円

普通馬連： ６３，３４２，６００円 馬単： ３９，２４４，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，１９０，２００円

３連複： ７９，６５６，６００円 ３連単： １１６，８９６，９００円 計： ３８２，５５３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � ２２０円 � ２６０円 � ８８０円 枠 連（２－８） ３，３４０円

普通馬連 �� ３，２７０円 馬 単 �� ５，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９６０円 �� ３，１５０円 �� ２，６２０円

３ 連 複 ��� ２３，８６０円 ３ 連 単 ��� １３２，５２０円

票 数

単勝票数 計 １５１００９ 的中 � ２２０６６（３番人気）
複勝票数 計 ２７９６２１ 的中 � ３８１４７（２番人気）� ３００９７（４番人気）� ６８２２（９番人気）
枠連票数 計 １６１６０１ 的中 （２－８） ３５７２（１３番人気）
普通馬連票数 計 ６３３４２６ 的中 �� １４３０５（１４番人気）
馬単票数 計 ３９２４４２ 的中 �� ４８５７（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４１９０２ 的中 �� ６４３６（１１番人気）�� １８５２（３７番人気）�� ２２３６（３３番人気）
３連複票数 計 ７９６５６６ 的中 ��� ２４６４（７７番人気）
３連単票数 計１１６８９６９ 的中 ��� ６５１（４０７番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．８―１１．５―１２．８―１３．０―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．８―３４．３―４７．１―１：００．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラッシュザワーク �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．８．１５ 新潟９着

２００７．５．８生 牡３栗 母 ダイワノブレス 母母 ミルレーサー ４戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 アッサリネ号・シングンデパーチャ号・ハナムラ号
（非抽選馬） ３頭 カエラチャン号・ジェラルドエビス号・チャーミーベル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０００３８ １月１１日 曇 良 （２２中山１）第４日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時２０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

６１２ グラスサミット 牡３芦 ５６ 蛯名 正義半沢� 尾形 充弘 安平 追分ファーム ５１４－ ８１：５８．３ ２．８�

６１１ バリシュニコフ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 ４９２± ０１：５８．８３ １２．８�
４８ リーサムキッド 牡３鹿 ５６ 松岡 正海平田 修氏 手塚 貴久 日高 シンコーファーム ４９４－ ４１：５９．０１� ７．１�
８１５ ラ ド 牡３黒鹿５６ 北村 宏司佐々木 勇氏 武藤 善則 浦河 鎌田 正嗣 ４７２＋ ６１：５９．１� １６．９�
２４ ハネダボサツ 牝３黒鹿５４ 武士沢友治鈴木 とし氏 秋山 雅一 千歳 社台ファーム ５０２－ ２１：５９．７３� ６３．６�
２３ カトルズラパン 牡３芦 ５６ 内田 博幸山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４８２± ０ 〃 ハナ ３．６�
１１ サトノホクト 牡３栗 ５６ 横山 典弘里見 治氏 鹿戸 雄一 新ひだか 服部 牧場 ４８２＋ ４ 〃 クビ ２６．５	
３５ マキシムトパーズ 牡３青鹿５６ 大庭 和弥小田 廣美氏 石栗 龍彦 平取 原田 新治 ４８４＋ ４２：００．２３ ２５３．７

５９ ムンキンナンティ 牡３栗 ５６ 柴山 雄一坂田 行夫氏 粕谷 昌央 日高 法理牧場 ４９６＋１０ 〃 アタマ ４４９．３�
１２ ダンスアムール 牝３鹿 ５４ 吉田 豊 �キャロットファーム 秋山 雅一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０－１０２：００．４１� ４１．９�
８１６ トーセンウィン 牡３黒鹿５６ 田中 勝春島川 哉氏 鈴木 康弘 新ひだか 飛野牧場 ４９８± ０２：００．９３ ４．９�
５１０ ダイワスピアー 牡３鹿 ５６ 的場 勇人大城 敬三氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 ５０２＋１０２：０１．０クビ ３８０．５�
７１３ パワーショウ 牡３鹿 ５６ 中舘 英二大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

吉田ファーム ４６２＋ ４２：０１．１� ３７．４�
７１４ ボスポジション 牡３栃栗 ５６

５３ ▲伊藤 工真 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８２＋ ８２：０１．２クビ ２１９．７�

４７ ビービーライズ 牡３黒鹿５６ 田中 博康坂東 勝彦氏 高橋 祥泰 平取 中川 隆 ５２４－ ４２：０２．５８ １０３．６�
３６ ゼ ア グ ー ト 牡３鹿 ５６ A．クラストゥス 佐久間崇之氏 佐藤 吉勝 浦河 村下農場 B４９６＋ ４２：０４．１１０ ５４．４�

（仏）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，９２７，４００円 複勝： ３４，７５３，７００円 枠連： １９，４１７，０００円

普通馬連： ６７，０９４，３００円 馬単： ４６，３８９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，８２６，５００円

３連複： ８３，９４１，６００円 ３連単： １２８，６７４，６００円 計： ４２５，０２４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � ４４０円 � ２４０円 枠 連（６－６） ２，７２０円

普通馬連 �� ２，５００円 馬 単 �� ４，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７３０円 �� ４６０円 �� １，０７０円

３ 連 複 ��� ５，３００円 ３ 連 単 ��� ２８，９３０円

票 数

単勝票数 計 １８９２７４ 的中 � ５３４５２（１番人気）
複勝票数 計 ３４７５３７ 的中 � ９０４４７（１番人気）� １５６８９（６番人気）� ３５２１６（４番人気）
枠連票数 計 １９４１７０ 的中 （６－６） ５２８４（１０番人気）
普通馬連票数 計 ６７０９４３ 的中 �� １９８６４（７番人気）
馬単票数 計 ４６３８９０ 的中 �� ８４７１（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５８２６５ 的中 �� ８６５６（７番人気）�� １４８８２（４番人気）�� ５６８６（１３番人気）
３連複票数 計 ８３９４１６ 的中 ��� １１７０３（１５番人気）
３連単票数 計１２８６７４６ 的中 ��� ３２８３（８５番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．６―１２．７―１３．５―１３．６―１３．３―１３．３―１２．９―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２５．４―３８．１―５１．６―１：０５．２―１：１８．５―１：３１．８―１：４４．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．１―３F３９．８
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

グラスサミット �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Kendor デビュー ２００９．１１．８ 東京３着

２００７．１．１４生 牡３芦 母 ウェルカムミレニアム 母母 Tambura ４戦１勝 賞金 １０，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゼアグート号は，平成２２年２月１１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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 インピッシュハート号・オンワードキャノン号・キタサンアイドル号・マックスストレイン号・ラブニューイン号
（非抽選馬） ２頭 カンクロ号・シャイニーロイヤル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０００３９ １月１１日 曇 良 （２２中山１）第４日 第３競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１０時５０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

７１４ インプレスウィナー 牡３青 ５６ 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 ４５４± ０１：１３．１ ２．５�

２３ キ サ キ タ 牡３芦 ５６ 松岡 正海加藤 信之氏 岩戸 孝樹 新ひだか 水丸牧場 ５４４＋２０１：１３．４２ １６．５�
１１ � ツクバグローバル 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣荻原 昭二氏 土田 稔 米 James M.

Herbener Jr. ４８２＋ ６１：１４．１４ ３．３�
８１５ シンボリルルド 牡３鹿 ５６ 北村 宏司シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 ４６２± ０１：１４．３１� １４．７�
５１０ シルクミライ 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹有限会社シルク松山 将樹 浦河 福岡 光夫 ４３２－ ２１：１４．５１� ５．０�
１２ ユウミホープ 牝３鹿 ５４

５１ ▲丸山 元気相原 宏�氏 根本 康広 千歳 社台ファーム ４５２± ０ 〃 クビ ３４１．７�
４７ ケイアイカミノユメ 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �啓愛義肢材料販売所 斎藤 誠 新ひだか 佐竹 学 ４５８＋ ２１：１５．０３ １９．１	
３６ カシノカルミア 牝３栗 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 笹島 政信 ４５６± ０１：１５．１� ２０１．８

６１１ ニシノロコペリ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治西山 茂行氏 小桧山 悟 むかわ 西山牧場 ４１８± ０１：１５．３１� ６７．８�
５９ シャイニーハリアー 牡３鹿 ５６

５５ ☆宮崎 北斗小林 昌志氏 和田正一郎 平取 コアレススタッド ４６４＋１０１：１５．４	 ２８．２�
４８ コスモマイティーン 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一 ビッグレッドファーム 高木 登 新ひだか 田中 春美 ４３６＋ ２１：１５．５クビ １８４．７�
３５ ディーエスリパルス 牡３鹿 ５６ 石橋 脩秋谷 壽之氏 柴田 政人 新冠 川上牧場 ４７０－ ６ 〃 ハナ ７１．１�
８１６ エ ド ヅ マ 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真�テンジン 佐藤 全弘 日高 野口牧場 ４８２＋ ８１：１６．５６ ３６１．９�
６１２ テンシノローズ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠杉谷 桝夫氏 中川 公成 平取 中川 隆 ４６８－１４１：１６．６� １０．７�
７１３ リッシンブラボー 牡３黒鹿５６ 江田 照男小原 該一氏 菅原 泰夫 宮崎 鬼束 次男 ４７２± ０１：１７．５５ ３１７．５�

（１５頭）
２４ ナショナルフラワー 牝３栗 ５４ 三浦 皇成吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １９，３７８，８００円 複勝： ３０，６２４，３００円 枠連： １９，２８６，９００円

普通馬連： ６３，５５０，７００円 馬単： ４７，４６２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，９３６，１００円

３連複： ７４，９９２，４００円 ３連単： １２４，３６４，０００円 計： ４０２，５９５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １３０円 � ３５０円 � １４０円 枠 連（２－７） １，３８０円

普通馬連 �� １，６４０円 馬 単 �� ２，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６９０円 �� ２１０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� ２，０４０円 ３ 連 単 ��� １０，９８０円

票 数

単勝票数 差引計 １９３７８８（返還計 ７０４） 的中 � ６１５２６（１番人気）
複勝票数 差引計 ３０６２４３（返還計 ６７７） 的中 � ７９９９８（１番人気）� １５１７２（７番人気）� ６６２３４（２番人気）
枠連票数 差引計 １９２８６９（返還計 ３５） 的中 （２－７） １０３２５（６番人気）
普通馬連票数 差引計 ６３５５０７（返還計 ６２６８） 的中 �� ２８６４６（７番人気）
馬単票数 差引計 ４７４６２２（返還計 ３１６８） 的中 �� １４５０６（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２２９３６１（返還計 １３７９） 的中 �� ７３５６（８番人気）�� ３５０８５（１番人気）�� ５４４２（１３番人気）
３連複票数 差引計 ７４９９２４（返還計 １３４６８） 的中 ��� ２７２５８（６番人気）
３連単票数 差引計１２４３６４０（返還計 ２０４２８） 的中 ��� ８３６０（２８番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１１．８―１２．７―１２．７―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．３―３５．１―４７．８―１：００．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．８―３F３８．０
３ ・（１，２）１４（３，１３）（９，１５）（５，６）（１０，８）（１１，１２）７＝１６ ４ ・（１，２）１４，３（５，９，１５）（６，１３）１０（１１，８）（７，１２）＝１６

勝馬の
紹 介

インプレスウィナー �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．１１．７ 東京４着

２００７．４．４生 牡３青 母 ケリーズビューティ 母母 ビューティークロス ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔出走取消〕 ナショナルフラワー号は，疾病〔左前球節炎〕のため出走取消。
〔その他〕 リッシンブラボー号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 トップダラー号・ハックルベリー号・ミスラスベガス号
（非抽選馬） １頭 ラシアンデイズ号



０００４０ １月１１日 曇 良 （２２中山１）第４日 第４競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１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
１：４７．８

重

重

６１１ デ プ ラ ー タ 牡３栗 ５６ 横山 典弘栗坂 崇氏 萱野 浩二 新ひだか キヨタケ牧場 ４８０ ―２：００．９ ３．６�

７１３ トウカイシエロ 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 中島牧場 ４６２ ―２：０１．５３� ２８．７�
７１４ ヴィーヴァジプシー 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真芹澤 精一氏 勢司 和浩 様似 山口 幸雄 ４９６ ―２：０３．３大差 １６７．７�
２３ ダークシャイン 牡３鹿 ５６ A．クラストゥス �下屋敷牧場 武市 康男 浦河 小倉牧場 ５４２ ―２：０３．８３ ３３．２�

（仏）

１１ サンマルキング 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 ５０４ ―２：０５．３９ ３３７．３�

４８ ナンヨービクトリー 牡３栗 ５６ 柴田 善臣中村 �也氏 小笠 倫弘 浦河 高松牧場 ４９２ ―２：１３．６大差 ９９．１�
１２ オンワードオルデン 牡３鹿 ５６ 小林 久晃	オンワード牧場 杉浦 宏昭 浦河 オンワード牧場 ４７８ ― （競走中止） ４１８．０

８１５ シルクメガリス 牡３青鹿５６ 松岡 正海有限会社シルク手塚 貴久 新冠 石郷岡 雅樹 ５５６ ― （競走中止） ４．９�
３６ ローレルデパール 牡３黒鹿５６ 北村 宏司 	ローレルレーシング 矢野 英一 新冠 リコーファーム ４５６ ― （競走中止） １６．６�
４７ バトルスウィーパー 牡３芦 ５６ 中舘 英二 	グリーンファーム 田村 康仁 千歳 社台ファーム B４９２ ― （競走中止） ３０．４
３５ トラストフウジン 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一菅波 雅巳氏 高橋 裕 浦河 山田 昇史 ４７０ ― （競走中止） １７８．９�
５９ バ ル ビ ゾ ン 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝齊藤四方司氏 浅野洋一郎 日高 タバタファーム ４５４ ― （競走中止） １３０．１�
８１６� ジュアンレパン 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義シンボリ牧場 久保田貴士 米 Takahiro

Wada ４６４ ― （競走中止） ７．９�
２４ ライラックパンチ 牝３栗 ５４ 内田 博幸吉田 照哉氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４７４ ― （競走中止） ４．４�
６１２ フ ォ ル メ ン 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 ４９４ ― （競走中止） ３５．２�
５１０ ノボプロジェクト 牡３栗 ５６ 三浦 皇成	LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ５０４ ― （失格） ４．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，０５７，６００円 複勝： ３０，０５９，９００円 枠連： ２３，４８３，７００円

普通馬連： ６２，１６７，５００円 馬単： ４５，６１９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，８１０，９００円

３連複： ７４，７３２，８００円 ３連単： １１４，７６８，８００円 計： ３９３，７００，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １８０円 � ８００円 � ２，６９０円 枠 連（６－７） ３，８６０円

普通馬連 �� ４，５９０円 馬 単 �� ６，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５７０円 �� ５，６１０円 �� ２１，５９０円

３ 連 複 ��� １３２，２７０円 ３ 連 単 ��� ４６２，８４０円

票 数

単勝票数 計 ２１０５７６ 的中 � ４６４１６（１番人気）
複勝票数 計 ３００５９９ 的中 � ６３１０７（１番人気）� ８４０５（１０番人気）� ２３２５（１３番人気）
枠連票数 計 ２３４８３７ 的中 （６－７） ４５０１（１５番人気）
普通馬連票数 計 ６２１６７５ 的中 �� １００１２（１５番人気）
馬単票数 計 ４５６１９７ 的中 �� ４８３１（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１８１０９ 的中 �� ３５２２（１８番人気）�� ９４９（４８番人気）�� ２４４（８３番人気）
３連複票数 計 ７４７３２８ 的中 ��� ４１７（１８１番人気）
３連単票数 計１１４７６８８ 的中 ��� １８３（７４８番人気）

ハロンタイム １３．０―１２．６―１４．３―１４．２―１３．４―１２．８―１３．１―１２．３―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２５．６―３９．９―５４．１―１：０７．５―１：２０．３―１：３３．４―１：４５．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デ プ ラ ー タ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 Ferdinand 初出走

２００７．４．１９生 牡３栗 母 ファーディーン 母母 Conquisto １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走中止〕 フォルメン号は，４コーナーで前の馬に触れ，転倒したため競走中止。

ライラックパンチ号・ジュアンレパン号・トラストフウジン号・バトルスウィーパー号・ローレルデパール号は，４コーナーで，転
倒した「フォルメン」号の影響で，転倒したため競走中止。
バルビゾン号・シルクメガリス号・オンワードオルデン号は，４コーナーで，転倒した「フォルメン」号の影響で，騎手が落
馬したため競走中止。

〔失格〕 ノボプロジェクト号は，１位〔タイム１分５８秒６，２位との着差大差〕に入線したが，４コーナーで急に外側に斜行して
「フォルメン」号の走行を妨害したため失格。

〔制裁〕 ノボプロジェクト号の騎手三浦皇成は，４コーナーで急に外側に斜行したことについて平成２２年１月１６日から平成２２年１月
２４日まで騎乗停止。

〔その他〕 ナンヨービクトリー号は，４コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０００４１ １月１１日 曇 良 （２２中山１）第４日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時１０分 （芝・右・外）

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

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

６１２ ナシュワンヒーロー 牡３栗 ５６ 赤木高太郎間野 隆司氏 藤岡 範士 新ひだか へいはた牧場 ４４６－ ２１：３７．１ １．６�

７１４ コスモカンタービレ 牡３黒鹿５６ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 西村 和夫 ４８８＋ ２１：３７．３１� １３．１�
１２ マイネルテネル 牡３青鹿５６ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ハクツ牧場 ５０８＋３０１：３７．５１ １４．９�
８１６ アロマカフェ 牡３黒鹿５６ 小島 太一西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 ４７４－ ２１：３７．６� ２１．８�
４８ カルトマリーヌ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一 �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 ４３０± ０１：３７．７� ４２．９�
７１３ メジロカトリーヌ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４７８－ ４１：３７．９１� １８２．５	
２４ ナムラフェアリ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治奈村 信重氏 石栗 龍彦 日高 いとう牧場 ４７０－ ８ 〃 クビ ３１．３

５１０ ユキノラムセス 牡３栗 ５６ 北村 宏司井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム ４６４± ０１：３８．０クビ ２３．０�
５９ グァンタナメラ 牝３黒鹿５４ 藤岡 佑介齊藤四方司氏 堀 宣行 安平 追分ファーム ４３８－ ２１：３８．１� ７．３�
２３ キチロクアナン 牝３黒鹿５４ 二本柳 壮山本 正美氏 二本柳俊一 浦河 杵臼牧場 ４８２＋１２１：３８．２� ３１０．０
４７ サニーダニエル 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４９０＋ ４ 〃 ハナ １０．６�
６１１ シンボリマルセイユ 牡３芦 ５６ A．クラストゥスシンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 ５００－１０１：３８．５２ １１．６�

（仏）

３５ コスモルアノーヴァ 牝３栗 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 新冠 ビッグレッドファーム ４２４＋ ８１：３８．６� ２８４．３�
３６ ピカンチラヴ 牝３栗 ５４ 田中 勝春小林けい子氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４２８－ ６１：３８．７クビ ５７．４�
１１ トーセンカムイ 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥島川 �哉氏 鈴木 勝美 日高 有限会社 エ

スティファーム ４６８＋１８ 〃 クビ ３９９．６�
８１５ ショウナンハマカゼ 牝３鹿 ５４ 田中 博康国本 哲秀氏 栗田 博憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４１４＋ ６１：４０．５大差 ２８９．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，７４０，６００円 複勝： ５２，７３３，１００円 枠連： ２６，１０１，１００円

普通馬連： ９０，６５６，１００円 馬単： ７４，５２８，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，５８０，７００円

３連複： １１３，８４２，２００円 ３連単： １９４，１０２，２００円 計： ６２０，２８４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ２５０円 � ３４０円 枠 連（６－７） ６５０円

普通馬連 �� ７８０円 馬 単 �� １，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� ５８０円 �� １，５７０円

３ 連 複 ��� ２，９２０円 ３ 連 単 ��� ８，０２０円

票 数

単勝票数 計 ３１７４０６ 的中 � １５６３７５（１番人気）
複勝票数 計 ５２７３３１ 的中 � ２１６２２６（１番人気）� ４１２７３（４番人気）� ２６５５９（６番人気）
枠連票数 計 ２６１０１１ 的中 （６－７） ２９７５９（２番人気）
普通馬連票数 計 ９０６５６１ 的中 �� ８６７５０（２番人気）
馬単票数 計 ７４５２８５ 的中 �� ５１４６９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６５８０７ 的中 �� ２３７７３（３番人気）�� １５８３４（５番人気）�� ５２８８（１８番人気）
３連複票数 計１１３８４２２ 的中 ��� ２８８２４（７番人気）
３連単票数 計１９４１０２２ 的中 ��� １７８７０（１１番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．２―１２．１―１２．９―１３．０―１２．０―１１．３―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．０―３６．１―４９．０―１：０２．０―１：１４．０―１：２５．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．１

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

勝馬の
紹 介

ナシュワンヒーロー �
�
父 バ ゴ �

�
母父 アーミジャー デビュー ２００９．１１．２９ 京都２着

２００７．３．３１生 牡３栗 母 レガシークラウド 母母 レガシーウェーブ ３戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時２５分に変更。
〔騎手変更〕 マイネルテネル号の騎手松岡正海は，第４競走での落馬負傷のため津村明秀に変更。

ナムラフェアリ号の騎手中舘英二は，第４競走での落馬負傷のため武士沢友治に変更。
ピカンチラヴ号の騎手後藤浩輝は，第４競走での落馬による検査のため田中勝春に変更。
コスモカンタービレ号の騎手内田博幸は，第４競走での落馬負傷のため石橋脩に変更。
ショウナンハマカゼ号の騎手蛯名正義は，第４競走での落馬による検査のため田中博康に変更。

〔制裁〕 ナシュワンヒーロー号の騎手赤木高太郎は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１１番・１０番・９
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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 シャイニンアーサー号・ドクトルファレノ号・メジロビューレン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０００４２ １月１１日 曇 良 （２２中山１）第４日 第６競走 ��２，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時４０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

２：２８．８
２：２８．６

重

不良

６１２� スリーサンカリスマ 牡５鹿 ５７
５４ ▲丸山 元気永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４７６＋ ２２：３７．０ ５．２�

７１３ リアルディール 牡４鹿 ５６ 北村 宏司荒井 壽明氏 本間 忍 日高 サンシャイン
牧場 ５３０－ ２２：３７．１� ８．５�

５９ ゴールデンハインド 牡４鹿 ５６ 後藤 浩輝吉田 和子氏 大竹 正博 早来 ノーザンファーム ５４２＋ ８２：３７．６３ ２．０�
４８ フジヤマワカムシャ 牡５黒鹿５７ 藤岡 佑介藤本美也子氏 小崎 憲 静内 前田牧場 ４７８－ ２２：３８．２３� ５９．１�
３５ ウィニングトリック 牡４黒鹿５６ 村田 一誠畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 B４５６－ ２２：３８．３� ２１３．０�
６１１ ライトニングラン 牡５栗 ５７ 横山 典弘前田 幸治氏 尾関 知人 三石 土居 忠吉 ５１８＋ ２２：３８．４クビ １１．０�
２３ ダノンインスパイア 牡５鹿 ５７ 田中 勝春�ダノックス 加藤 征弘 早来 ノーザンファーム ５１８＋ ２２：３９．１４ １６．８	
１２ マルタカワンタッチ 牡５黒鹿５７ 柴田 善臣�橋まゆみ氏 清水 美波 新冠 明和牧場 ５０８＋１０２：３９．４２ ７．２

１１ � トップランナー 牡４鹿 ５６ 吉田 豊水上ふじ子氏 鈴木 伸尋 浦河 笠松牧場 B５０６± ０２：３９．６１� １８１．６�
８１５ ディフュージョン 牡５鹿 ５７ 安藤 勝己池谷 誠一氏 萩原 清 門別 シンボリ牧場 ５０８＋１２２：４０．４５ ６６．４�
３６ アイディリック 牡５鹿 ５７ 田中 博康加藤 徹氏 清水 利章 静内 キヨミネ牧場 ４７２＋ ６２：４０．７１� ３８．４
５１０ フランドルシチー 牡５鹿 ５７ 江田 照男 �友駿ホースクラブ 奥平 雅士 門別 幾千世牧場 ５４４＋１０２：４１．４４ １８．７�
２４ フナベンケイ �４栗 ５６ 大野 拓弥橘 倍男氏 高橋 義博 浦河 ミルファーム ４６４－ ２２：４１．７２ ３４２．６�
８１６ ソニックブレード 牡５栗 ５７ 黛 弘人�ターフ・スポート矢野 照正 浦河 中島牧場 B５１８＋ ４２：４１．９� ２８３．８�
７１４� ロトパートナー 牡４栗 ５６ 柴山 雄一國武 佳博氏 藤原 辰雄 鵡川 桑原牧場 B４９６＋ ６２：４４．５大差 ３１９．７�
４７ � メイシーズパレード 牝５青鹿５５ 大庭 和弥西見 徹也氏 小島 茂之 門別 下河辺牧場 B４４０± ０２：４７．６大差 ８３．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，０８３，９００円 複勝： ３６，３６０，１００円 枠連： ２１，７７０，５００円

普通馬連： ７６，０１３，４００円 馬単： ５４，１７９，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，５９２，１００円

３連複： ９０，７４５，２００円 ３連単： １５４，３３４，３００円 計： ４８３，０７８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １６０円 � １９０円 � １２０円 枠 連（６－７） １，２７０円

普通馬連 �� ２，４１０円 馬 単 �� ４，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� ２６０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� １，５１０円 ３ 連 単 ��� １３，９３０円

票 数

単勝票数 計 ２３０８３９ 的中 � ３５３０８（２番人気）
複勝票数 計 ３６３６０１ 的中 � ５５８４５（２番人気）� ３９９２０（４番人気）� １１３９１５（１番人気）
枠連票数 計 ２１７７０５ 的中 （６－７） １２７４７（５番人気）
普通馬連票数 計 ７６０１３４ 的中 �� ２３３４６（９番人気）
馬単票数 計 ５４１７９３ 的中 �� ９７８４（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６５９２１ 的中 �� ９３９４（９番人気）�� ２９１４０（１番人気）�� １８４４０（３番人気）
３連複票数 計 ９０７４５２ 的中 ��� ４４４６１（２番人気）
３連単票数 計１５４３３４３ 的中 ��� ８１８０（４５番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．５―１２．１―１２．６―１３．６―１４．５―１４．３―１２．７―１２．５―１２．９―１３．４―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．１―２４．６―３６．７―４９．３―１：０２．９―１：１７．４―１：３１．７―１：４４．４―１：５６．９―２：０９．８―２：２３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→
→�」 上り４F５２．６―３F４０．１
１
�
９－２（１０，８）－３（１５，１６）（７，１）１２（１３，１４）－４－１１－６，５
９（２，８）３（１０，１２）－（１３，１６）１１（１５，５，６）１＝４－１４－７

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

勝馬の
紹 介

�スリーサンカリスマ �
�
父 カリズマティック �

�
母父 Forty Niner

２００５．３．２６生 牡５鹿 母 スリーサンナイナー 母母 San １４戦１勝 賞金 １６，６９０，０００円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 １２時５０分に変更。
〔騎手変更〕 マルタカワンタッチ号の騎手中舘英二は，第４競走での落馬負傷のため柴田善臣に変更。

ウィニングトリック号の騎手勝浦正樹は，第４競走での落馬負傷のため村田一誠に変更。
フジヤマワカムシャ号の騎手内田博幸は，第４競走での落馬負傷のため藤岡佑介に変更。
フランドルシチー号の騎手蛯名正義は，第４競走での落馬による検査のため江田照男に変更。

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロトパートナー号・メイシーズパレード号は，平成２２年２月１１日まで平地競走に出走できない。
※フランドルシチー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０００４３ １月１１日 曇 良 （２２中山１）第４日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時１０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 ７，４００，０００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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

５９ フ ヨ ウ 牝５黒鹿５５ 後藤 浩輝田島榮二郎氏 小西 一男 浦河 福岡 光夫 ４６６＋ ４１：１１．８ ２．９�

２４ トーセンベルファム 牝５鹿 ５５ 横山 典弘島川 �哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４５８－ ６１：１２．３３ ５．１�
５１０ ラヴリードリーム 牝４青鹿５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 中島 敏文 静内 松田 三千雄 ４４６＋ ６ 〃 クビ ９．６�
７１４ ローブドヴルール 牝４鹿 ５４ 田中 勝春�ミルファーム 保田 一隆 日高 小西ファーム ４７２＋ ２１：１２．６２ ４．３�
１２ ラ イ カ ー ト 牝６芦 ５５ 津村 明秀 �社台レースホース鈴木 伸尋 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４８６＋ ２１：１２．７� ２１．６�
６１１ ネイヴルトウショウ 牝５青 ５５ 吉田 豊トウショウ産業	 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５１６－ ４１：１２．８クビ ４．７

３５ � ピンクバーディー 牝５鹿 ５５ 大庭 和弥�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ５０４－ ２１：１３．０� ４６．６�
１１ ラヴリーテンダー 牝４栗 ５４ 北村 宏司熊坂富寿雄氏 坂本 勝美 福島 農事組合法人

天栄牧場 ４７０－ ４ 〃 ハナ ６０．１�
２３ ジャージデスマイル 牝４鹿 ５４ 柴山 雄一齊藤四方司氏 小桧山 悟 日高 下河辺牧場 ４３４± ０１：１３．５３ １３４．２
８１５� ハ ト チ ャ ン 牝４芦 ５４

５１ ▲草野 太郎森 保彦氏 池上 昌弘 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム B４６４＋ ２ 〃 クビ ６６．９�

８１６ エフティアクトレス 牝５黒鹿５５ 村田 一誠吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４６０＋１２１：１３．６クビ １２０．９�
７１３ ハーレムスウィング 牝４黒鹿５４ 藤岡 佑介吉田 千津氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ５００＋ ２１：１３．８１� ８５．８�
６１２ ミラクルロンド 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲伊藤 工真吉田 照哉氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４３０＋ ８１：１４．０１� ３３．２�
３６ � フラッシュバット 牝５栗 ５５

５２ ▲池崎 祐介桜井 欣吾氏 本間 忍 門別 浦新 徳司 ４７８＋２８１：１４．４２� ２８６．６�
４８ ベルモントダイヤ 牝４黒鹿５４ 吉田 隼人 �ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント

ファーム ５１０＋ ２１：１４．６１� １７０．２�
４７ � サクラオンハート 牝４青 ５４ 田中 博康	さくらコマース田島 俊明 静内 新和牧場 ４２８－ ８１：１６．７大差 ２１３．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，３２６，６００円 複勝： ４８，３６０，１００円 枠連： ２８，７９６，０００円

普通馬連： ９５，７６０，４００円 馬単： ６７，５０４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，２１８，１００円

３連複： １１７，５９５，４００円 ３連単： ２００，５０８，３００円 計： ６１９，０６９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １３０円 � １９０円 � ２４０円 枠 連（２－５） ５６０円

普通馬連 �� ８９０円 馬 単 �� １，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ５２０円 �� １，１８０円

３ 連 複 ��� ３，４４０円 ３ 連 単 ��� １１，７３０円

票 数

単勝票数 計 ２６３２６６ 的中 � ７１５３７（１番人気）
複勝票数 計 ４８３６０１ 的中 � １４０１８３（１番人気）� ５８６１７（４番人気）� ４１０６４（５番人気）
枠連票数 計 ２８７９６０ 的中 （２－５） ３８３１５（２番人気）
普通馬連票数 計 ９５７６０４ 的中 �� ８０１７４（２番人気）
馬単票数 計 ６７５０４９ 的中 �� ３１９３５（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４２１８１ 的中 �� ２４９５１（３番人気）�� １６３７３（６番人気）�� ６５７８（１２番人気）
３連複票数 計１１７５９５４ 的中 ��� ２５２６５（９番人気）
３連単票数 計２００５０８３ 的中 ��� １２６２２（２７番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．５―１１．４―１２．３―１２．４―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．４―３３．８―４６．１―５８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．４―３F３８．０
３ ２，１５－（９，１０）１１，１４（１，１２，１６）８－（４，１３）－６，５－（３，７） ４ ２－９（１５，１０）１１（１４，１６）（１，１２）４，８（５，１３）６－３－７

勝馬の
紹 介

フ ヨ ウ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 タマモクロス デビュー ２００７．１０．２１ 東京５着

２００５．３．２１生 牝５黒鹿 母 ウルトラスキー 母母 ノースフエイス ２５戦３勝 賞金 ５１，６１０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時１７分に変更。
〔騎手変更〕 ハーレムスウィング号の騎手中舘英二は，第４競走での落馬負傷のため藤岡佑介に変更。

ローブドヴルール号の騎手内田博幸は，第４競走での落馬負傷のため田中勝春に変更。
〔発走状況〕 ハーレムスウィング号は，枠入り不良。発走時刻２分遅延。
〔調教再審査〕 ハーレムスウィング号は，発走調教再審査。
〔その他〕 サクラオンハート号は，発走直後に他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



０００４４ １月１１日 曇 良 （２２中山１）第４日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時４０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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

１１ フランコフォニー 牡５鹿 ５７ 吉田 豊 �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 ５２８＋１８１：５５．６ ５．５�

２３ カーネリアンシチー 牡４栗 ５６ 三浦 皇成 �友駿ホースクラブ 田村 康仁 新ひだか 幌村牧場 ４８８＋１７１：５５．７� ３４．６�
６１１ ダイレクトパス 牡６青鹿５７ 大野 拓弥渡邊 隆氏 尾形 充弘 新冠 村本牧場 ４６０＋ ４ 〃 クビ １３．６�
４７ ロトスカイブルー 牡４鹿 ５６ 小林 淳一國武 佳博氏 成島 英春 新冠 赤石 久夫 ４８８－ ２１：５５．８� ３８．２�
２４ レッドシャドウ 牡４鹿 ５６ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４８４＋ ２１：５５．９� ２．７�
３５ サイモントルナーレ 牡４栗 ５６ 田中 勝春澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 ４６０＋ ６１：５６．０クビ ４．５	
１２ サクセスヒューゴー 牡４青鹿５６ 大庭 和弥�嶋 哲氏 牧 光二 新冠 タニグチ牧場 ５２４＋１４１：５６．３１� ３１．８

４８ 	 ラプターストーム 牡４栗 ５６ 丹内 祐次佐藤 恭永氏 高橋 祥泰 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２２± ０ 〃 アタマ ３２．０�
３６ ウインアトラス 牡５栗 ５７ 四位 洋文�ウイン 小島 太 新冠 村上 欽哉 ４５６＋１２１：５７．０４ ７２．５�
８１６ マルブツデヒア 牡４黒鹿５６ 江田 照男大澤 毅氏 中島 敏文 浦河 松田 憲一 ４７２＋ ６１：５８．５９ ２３６．２
６１２	 シンメトリーアート 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人角家 弘志氏 石毛 善彦 門別 中前 義隆 ４８８－ ４ 〃 クビ ３４９．１�
８１５ ショウナンサンガ 
４黒鹿５６ 柴田 善臣�湘南 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ４５８＋ ４１：５９．６７ ８１．９�
７１３ イーサンヘモス 
４青鹿５６ 藤岡 佑介国本 勇氏 松山 将樹 門別 新井 昭二 ４８０± ０２：００．９８ ２９０．５�
５１０ カ カ ロ ッ ト 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝池谷 誠一氏 粕谷 昌央 門別 サンバマウン

テンファーム ４９０－ ２２：０１．０� １１．４�
５９ セイカカリンバ 
５黒鹿５７ 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 ４６４＋ ４ 〃 クビ ６６．４�
７１４ ヒカルプリンス 牡４鹿 ５６ 横山 典弘�橋 京子氏 栗田 博憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６６－ ２２：０１．９５ ６．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，６３５，１００円 複勝： ４６，２５７，１００円 枠連： ２９，９９５，８００円

普通馬連： １２２，１２４，１００円 馬単： ７１，３２０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，０３３，６００円

３連複： １２５，８１０，８００円 ３連単： ２２８，２９１，７００円 計： ６８９，４６８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � ３１０円 � １，１１０円 � ３１０円 枠 連（１－２） ７００円

普通馬連 �� １１，４９０円 馬 単 �� １７，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，２８０円 �� １，２４０円 �� ４，１８０円

３ 連 複 ��� ３６，２５０円 ３ 連 単 ��� ２０２，９９０円

票 数

単勝票数 計 ２９６３５１ 的中 � ４２５８７（３番人気）
複勝票数 計 ４６２５７１ 的中 � ４２３４７（４番人気）� ９５４１（１０番人気）� ４２２２３（５番人気）
枠連票数 計 ２９９９５８ 的中 （１－２） ３１７５２（２番人気）
普通馬連票数 計１２２１２４１ 的中 �� ７８４５（２８番人気）
馬単票数 計 ７１３２０３ 的中 �� ３０８６（４７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６０３３６ 的中 �� ２６７８（３０番人気）�� ７３６９（１２番人気）�� ２０８８（３９番人気）
３連複票数 計１２５８１０８ 的中 ��� ２５６２（９３番人気）
３連単票数 計２２８２９１７ 的中 ��� ８３０（４７２番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．６―１２．６―１３．３―１２．７―１２．９―１３．３―１２．８―１４．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．９―３６．５―４９．８―１：０２．５―１：１５．４―１：２８．７―１：４１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．１―３F４０．２
１
３
１（９，１０）（３，１３，１５）７－（４，１４）２（８，１２）－（５，１６）－１１－６・（１，１５）（３，７）（９，１０）４（２，１４）（８，１３）（１１，５）（１６，１２）６

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

勝馬の
紹 介

フランコフォニー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００７．７．１ 福島１５着

２００５．３．１１生 牡５鹿 母 メヤディーニ 母母 Niodini １３戦３勝 賞金 ２５，６００，０００円
［他本会外：２戦０勝］

〔発走時刻の変更〕 １３時４５分に変更。
〔騎手変更〕 カーネリアンシチー号の騎手中舘英二は，第４競走での落馬負傷のため三浦皇成に変更。

サイモントルナーレ号の騎手蛯名正義は，第４競走での落馬負傷のため田中勝春に変更。
ダイレクトパス号の騎手内田博幸は，第４競走での落馬負傷のため大野拓弥に変更。

〔タイムオーバーによる出走制限〕 イーサンヘモス号・カカロット号・セイカカリンバ号・ヒカルプリンス号は，平成２２年２月１１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。
（非当選馬） １頭 フルボディー号
（非抽選馬） １頭 リリーオブザバリー号



０００４５ １月１１日 曇 良 （２２中山１）第４日 第９競走 ��
��１，２００�

は つ は る

初 春 賞
発走１４時１５分 （ダート・右）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

３６ ドリームクラウン 牡５栗 ５７ 横山 典弘セゾンレースホース� 中村 均 静内 へいはた牧場 ５１４－ ４１：１０．９ ８．９�

１１ � ド ス ラ イ ス 牡４栗 ５６ 柴田 善臣小田 吉男氏 森 秀行 米 WinStar
Farm, LLC ５３２＋１２１：１１．２２ １１．８�

１２ チャンピオンラブ 牡４青鹿５６ 大野 拓弥坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 川上 悦夫 ４８２－ ２ 〃 クビ ４５．９�
７１４ サクセスオネスティ 牡４鹿 ５６ 北村 宏司�嶋 祐子氏 久保田貴士 浦河 谷川牧場 ５１０＋ ２１：１１．４１� ２．０�
２３ � セイウンアスラン 牡４栗 ５６ 吉田 隼人西山 茂行氏 手塚 貴久 米

Diane Shashura, G.
David Shashura & and
Bridle Breezes, LLC.

５０６± ０１：１１．５クビ １０．７�
６１１ ケイアイダイオウ 牡４鹿 ５６ 吉田 豊 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか グランド牧場 ５４６＋２４ 〃 クビ ６．９�
４７ � ギンザナイト 牡５栗 ５７ 安藤 勝己齋藤 文男氏 小崎 憲 米 Lazy Lane

Farms, Inc. ４９６－ ８１：１１．６	 １１．６	
５９ ケージーファントム 牡６栗 ５７ 藤岡 佑介川井 五郎氏 水野 貴広 三石 松本牧場 ５１４＋ ４１：１１．７クビ ７９．８

３５ アポロラムセス 牡５芦 ５７ 四位 洋文アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 中村 和夫 ５０４＋ ４１：１１．９１� １２．５�
８１５ マッドマックス 牡４鹿 ５６ 後藤 浩輝有馬 博文氏 的場 均 三石 城地 和義 ５００－ ４１：１２．０	 １５．４�
４８ � パーフェクトケン 牡４鹿 ５６ 田中 勝春藤田 在子氏 萱野 浩二 米 Edward P.

Evans ４９０＋ ６ 〃 クビ ４９．０
８１６
 ウエスタンビーバー 牡６鹿 ５７ 三浦 皇成西川 賢氏 境 征勝 静内 北西牧場 ４８６± ０１：１２．４２	 ５４．９�
７１３ ドリームシャドウ 牡５芦 ５７ 丹内 祐次セゾンレースホース� 堀井 雅広 静内 岡田スタツド ５２２＋ ４１：１２．６� １６６．２�
５１０ ラオムフェーレ 牡６栗 ５７ 柴山 雄一�ミルファーム 保田 一隆 静内 石川 新一 ４９６＋ ８１：１２．７� ３６６．１�
６１２ アラマサスクワート 牝４鹿 ５４ 的場 勇人�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４６２＋１２１：１２．８� ２９６．７�
２４ ヤマニンプレアデス 牡７鹿 ５７ 小林 淳一土井 肇氏 佐藤 吉勝 新冠 錦岡牧場 ４８６－ ２１：１３．７５ ５９６．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４２，５００，８００円 複勝： ７５，１８５，３００円 枠連： ４１，９６８，８００円

普通馬連： １９５，７３１，３００円 馬単： １０７，０８３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ５５，６０４，７００円

３連複： ２０４，０１５，３００円 ３連単： ３７２，５４４，９００円 計： １，０９４，６３４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � ２８０円 � ４３０円 � １，３６０円 枠 連（１－３） １，５７０円

普通馬連 �� ４，２８０円 馬 単 �� ８，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４６０円 �� ４，３３０円 �� ３，８００円

３ 連 複 ��� ４３，４３０円 ３ 連 単 ��� １９９，９６０円

票 数

単勝票数 計 ４２５００８ 的中 � ３７７６７（３番人気）
複勝票数 計 ７５１８５３ 的中 � ８０６１３（２番人気）� ４６４１３（７番人気）� １２７３２（１０番人気）
枠連票数 計 ４１９６８８ 的中 （１－３） １９７９２（８番人気）
普通馬連票数 計１９５７３１３ 的中 �� ３３７９２（１３番人気）
馬単票数 計１０７０８３７ 的中 �� ９５７４（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５５６０４７ 的中 �� ９６４３（１５番人気）�� ３１２３（３７番人気）�� ３５７２（３４番人気）
３連複票数 計２０４０１５３ 的中 ��� ３４６７（９０番人気）
３連単票数 計３７２５４４９ 的中 ��� １３７５（４８７番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．２―１２．１―１２．０―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３３．８―４５．９―５７．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドリームクラウン �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００７．６．１７ 阪神６着

２００５．３．２６生 牡５栗 母 ロイヤルディナー 母母 ロイヤルアカデミー ３１戦４勝 賞金 ７８，９３２，０００円
〔騎手変更〕 チャンピオンラブ号の騎手中舘英二は，第４競走での落馬負傷のため大野拓弥に変更。

セイウンアスラン号の騎手松岡正海は，第４競走での落馬負傷のため吉田隼人に変更。
ドリームクラウン号の騎手内田博幸は，第４競走での落馬負傷のため横山典弘に変更。
ケージーファントム号の騎手勝浦正樹は，第４競走での落馬負傷のため藤岡佑介に変更。

〔その他〕 パーフェクトケン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 パーフェクトケン号は，平成２２年２月１１日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ザシークレット号・フミノパシフィック号
（非抽選馬） ５頭 アプローズヒーロー号・ゴールドエンデバー号・テイエムゲンキボ号・フェールクークー号・ベルモントバジル号



０００４６ １月１１日 曇 良 （２２中山１）第４日 第１０競走 ��
��２，５００�

げいしゅん

迎春ステークス
発走１４時５０分 （芝・右）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ２５９，０００円 ７４，０００円 ３７，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２９．５
２：２９．５

良

良

７９ ジ ャ ミ ー ル 牡４鹿 ５６ 安藤 勝己吉田 照哉氏 松元 茂樹 浦河 福田牧場 ４５２＋ ２２：３４．６ ２．１�

１１ ポルカマズルカ 牝４鹿 ５４ 横山 典弘 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４８４＋ ４２：３４．７� １６．７�
５５ � アサティスボーイ 牡６鹿 ５７ 江田 照男廣松 金次氏 境 征勝 新冠 八木サニー

ファーム ４５２＋ ４２：３５．０１� ７．１�
２２ スノークラッシャー 牡５栃栗５７ 田中 勝春齊藤四方司氏 清水 利章 鵡川 上水牧場 ４４０± ０２：３５．２１	 ９．８�
７１０ トリビュートソング 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣 �社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４９０± ０２：３５．４１	 ６．３�
８１１ ド ッ ト コ ム 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人青山 洋一氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４８８＋ ４ 〃 ハナ １７．３�
５６ ザサンデーフサイチ 牡６黒鹿５７ 四位 洋文関口 房朗氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５０８－ ４２：３５．６１	 ７．４	
４４ スズノオオゴン 牡７鹿 ５７ 後藤 浩輝小紫 芳夫氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４５８＋ ２２：３５．９１� １６８．８

８１２ セタガヤフラッグ 牡７鹿 ５７ 的場 勇人千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４６８＋１４２：３６．３２
 ４１．４�
６７ ソニックルーラー 牡７鹿 ５７ 北村 宏司細谷 典幸氏 国枝 栄 静内 桜井牧場 B５２８＋１０２：３６．５１ ３４３．１�
６８ ラミアクイーン 牝４鹿 ５４ A．クラストゥス 山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４４６± ０２：３６．６� １１．０

（仏）

３３ � パープルファルコン 牡１０鹿 ５７ 藤岡 佑介中野 銀十氏 境 直行 浦河 山口 義彦 ４６０－１０２：３６．７
 ２４７．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ５２，５９５，６００円 複勝： ８５，４９５，８００円 枠連： ５２，１６６，１００円

普通馬連： ２２９，３１３，２００円 馬単： １３６，７９９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ６０，３１９，１００円

３連複： ２３１，０６３，０００円 ３連単： ５０１，２６３，８００円 計： １，３４９，０１６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １２０円 � ３９０円 � １８０円 枠 連（１－７） １，７４０円

普通馬連 �� ２，４２０円 馬 単 �� ３，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� ２９０円 �� １，３９０円

３ 連 複 ��� ４，０３０円 ３ 連 単 ��� ２１，１５０円

票 数

単勝票数 計 ５２５９５６ 的中 � ２００４７４（１番人気）
複勝票数 計 ８５４９５８ 的中 � ２８０３１１（１番人気）� ３８１０４（８番人気）� １１２５０１（３番人気）
枠連票数 計 ５２１６６１ 的中 （１－７） ２２２４３（８番人気）
普通馬連票数 計２２９３１３２ 的中 �� ７００５３（１０番人気）
馬単票数 計１３６７９９７ 的中 �� ２９４０９（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６０３１９１ 的中 �� ２０４０５（９番人気）�� ５９３７１（２番人気）�� ９６０４（２１番人気）
３連複票数 計２３１０６３０ 的中 ��� ４２３５４（１４番人気）
３連単票数 計５０１２６３８ 的中 ��� １７４９８（７１番人気）

ハロンタイム ７．４―１１．２―１２．０―１２．３―１２．２―１３．６―１３．１―１２．９―１２．４―１２．０―１２．０―１１．３―１２．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．４―１８．６―３０．６―４２．９―５５．１―１：０８．７―１：２１．８―１：３４．７―１：４７．１―１：５９．１―２：１１．１―２：２２．４

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ジ ャ ミ ー ル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００８．１０．４ 阪神６着

２００６．３．９生 牡４鹿 母 ジャスーラー 母母 Fenney Mill １４戦４勝 賞金 ６９，５２６，０００円
〔騎手変更〕 スノークラッシャー号の騎手松岡正海は，第４競走での落馬負傷のため田中勝春に変更。

パープルファルコン号の騎手蛯名正義は，第４競走での落馬負傷のため藤岡佑介に変更。
ザサンデーフサイチ号の騎手内田博幸は，第４競走での落馬負傷のため四位洋文に変更。
トリビュートソング号の騎手勝浦正樹は，第４競走での落馬負傷のため柴田善臣に変更。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 コスモピロリ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０００４７ １月１１日 曇 良 （２２中山１）第４日 第１１競走 ��
��１，６００�第２６回フェアリーステークス（ＧⅢ）

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

賞 品
本 賞 ３７，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，３００，０００円 ５，６００，０００円 ３，７００，０００円
付 加 賞 ５９５，０００円 １７０，０００円 ８５，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

５９ コスモネモシン 牝３青鹿５４ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 富田 恭司 ４４４＋ ４１：３４．８ ６７．２�

７１３ アプリコットフィズ 牝３黒鹿５４ 田中 勝春 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４３０± ０ 〃 クビ ３．２�
８１６ テイラーバートン 牝３鹿 ５４ 四位 洋文 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４７０－ ２１：３５．０１� ２．９�
１２ メジロオードリー 牝３鹿 ５４ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４４０＋ ８ 〃 クビ ６．４�
６１２ トーセンフリージア 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信島川 �哉氏 小桧山 悟 浦河 杵臼牧場 B４８４－ ２１：３５．２１� ２６５．７�
４８ ロジフェローズ 牝３青鹿５４ 横山 典弘久米田正明氏 大竹 正博 日高 日高大洋牧場 ４３６＋ ６ 〃 アタマ １１．３	
３６ セントアンズ 牝３栗 ５４ 柴田 善臣後藤 繁樹氏 石毛 善彦 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４４２＋ ４ 〃 クビ ４４．４

３５ ディアアレトゥーサ 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一�樽さゆり氏 畠山 吉宏 むかわ 新井牧場 ４７０＋ ４１：３５．３クビ ２７．７�
５１０ ボンジュールメロン 牝３栗 ５４ 三浦 皇成田中善次郎氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５１２－ ６１：３５．４	 ６５．３�
２４ カホマックス 牝３鹿 ５４ 北村 宏司星野 壽市氏 相沢 郁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８＋ ８１：３５．６１ ２２．４
７１４ ミエノグレース 牝３栗 ５４ 吉田 隼人里見美惠子氏 鹿戸 雄一 新冠 富本 茂喜 ４７８－ ４１：３５．７	 １３４．２�
２３ コ ス モ レ ニ 牝３黒鹿５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 手塚 貴久 日高 石原牧場 ４６０＋ ２ 〃 クビ ７２．７�
８１５ アドマイヤテンバ 牝３芦 ５４ 安藤 勝己近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４５８－ ２１：３５．８	 １０．６�
１１ ホッカイレシフェ 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行�北海牧場 田中 清隆 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５６－ ４１：３６．２２	 ２０２．３�
４７ ナリタブルースター 牝３青鹿５４ 藤岡 佑介�オースミ 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４６４－ ２１：３６．５２ １２．１�
６１１ ク ラ リ ン 牝３鹿 ５４ A．クラストゥス 多田 信尊氏 尾関 知人 浦河 帰山 清貴 ４１０－ ６１：３６．７１� １５２．２�

（仏）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６３，１１７，８００円 複勝： １９３，９９３，９００円 枠連： １９１，０９９，４００円

普通馬連： ７４７，８３９，０００円 馬単： ４４８，７５９，８００円 ワイド【拡大馬連】： １９６，５８２，２００円

３連複： ９３９，４１１，９００円 ３連単： １，９３７，５８９，３００円 計： ４，８１８，３９３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，７２０円 複 勝 � ６５０円 � １５０円 � １３０円 枠 連（５－７） ４，２１０円

普通馬連 �� ９，０２０円 馬 単 �� ２９，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１１０円 �� １，９５０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ７，３２０円 ３ 連 単 ��� ８７，２００円

票 数

単勝票数 計１６３１１７８ 的中 � １９１２９（１１番人気）
複勝票数 計１９３９９３９ 的中 � ４６７５２（１０番人気）� ３８２８３８（２番人気）� ５５６１７８（１番人気）
枠連票数 計１９１０９９４ 的中 （５－７） ３３５３９（１７番人気）
普通馬連票数 計７４７８３９０ 的中 �� ６１２５３（２８番人気）
馬単票数 計４４８７５９８ 的中 �� １１２９７（７０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１９６５８２２ 的中 �� ２０４３８（２９番人気）�� ２２１２４（２５番人気）�� ２３８９５８（１番人気）
３連複票数 計９３９４１１９ 的中 ��� ９４７１７（２２番人気）
３連単票数 計１９３７５８９３ 的中 ��� １６４００（２６９番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１０．９―１１．２―１１．８―１２．６―１２．４―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２２．９―３３．８―４５．０―５６．８―１：０９．４―１：２１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．８―３F３８．０

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモネモシン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Singspiel デビュー ２００９．９．２７ 中山８着

２００７．３．１１生 牝３青鹿 母 デ ュ プ レ 母母 Child Prodigy ５戦２勝 賞金 ４５，３４５，０００円
〔騎手変更〕 カホマックス号の騎手松岡正海は，第４競走での落馬負傷のため北村宏司に変更。

ディアアレトゥーサ号の騎手内田博幸は，第４競走での落馬負傷のため柴山雄一に変更。
アプリコットフィズ号の騎手蛯名正義は，第４競走での落馬負傷のため田中勝春に変更。

〔制裁〕 セントアンズ号の騎手柴田善臣は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（３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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 イイデサンドラ号・クレタパラドックス号・タカラハーバー号・ラインジェシカ号・ラジャポネーズ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０００４８ １月１１日 曇 良 （２２中山１）第４日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時００分 （芝・右・外）

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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

１２ デライトシーン 牝６栗 ５５ 田中 勝春セゾンレースホース� 宗像 義忠 静内 神垣 道弘 ４９８－ ２１：０８．２ ５．４�

５９ エーブダッチマン 牡４栗 ５６ 横山 典弘 �レーシングホース
ジャパン 清水 利章 浦河 大北牧場 ４８０＋ ６１：０８．４１� ５．８�

２３ カレンナサクラ 牝６栗 ５５ 吉田 隼人北所 直人氏 高木 登 静内 見上牧場 ４６４＋ ２１：０８．６１� ８．２�
５１０ ティムガッド 牡６鹿 ５７ 柴田 善臣伊達 敏明氏 上原 博之 門別 サンシャイン

牧場 ５０２± ０１：０８．７クビ ４９．０�
１１ ポールアックス 牡４鹿 ５６ A．クラストゥス 山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５３４＋ ８ 〃 アタマ ２．８�

（仏）

４７ 	 エーシンシークルー 牝４栗 ５４ 三浦 皇成�栄進堂 岡田 稲男 米 John James
Revocable Trust ４７８± ０ 〃 ハナ ３６．０�

３５ 
 コンプリートラン 牡６黒鹿５７ 石橋 脩岡田 牧雄氏 高木 登 三石 幌村牧場 ４５０－ ２１：０８．８� １７３．１	
８１６ ターニングポイント 牡５青鹿５７ 後藤 浩輝山上 和良氏 和田 正道 新冠 泉渕瀬牧場 ４７４－ ４ 〃 ハナ １２．２

６１２ グローリールピナス 牝４栃栗５４ 田辺 裕信大久保典義氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４６２＋ ２１：０９．０１ １０．１�
４８ マイネルオークベイ 牡６鹿 ５７

５４ ▲伊藤 工真 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム ４９０± ０１：０９．１� ５０．０�

７１３ アモーレヴォレ 牝５黒鹿５５ 吉田 豊三嶋牧場 田村 康仁 浦河 三嶋牧場 ５０４＋１２ 〃 クビ ２０．２�
６１１ ダイワシークレット 牡５栗 ５７ 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 静内 服部 牧場 B４７０＋１０１：０９．２� １３．４�
２４ 	 エスユーグランド 牡９鹿 ５７ 田中 博康楳津 繁氏 高橋 祥泰 米 Nordic Thor-

oughbreds ４８６± ０１：０９．４１� ８０．４�
３６ オープンザゲート 牡６鹿 ５７ 木幡 初広�樽さゆり氏 田村 康仁 新冠 松浦牧場 ４７４－ ４１：０９．７１� ２３２．８�
７１４ スマイルミッキー 牡４鹿 ５６ 藤岡 佑介広尾レース� 松永 幹夫 平取 坂東牧場 ４６８－ ２１：１０．０１� ６４．８�
８１５
 トミノドリーム 牝６黒鹿５５ 高山 太郎槇本牧場 佐藤 全弘 静内 富岡 廣光 B４８４＋ ６１：１０．１� ３５５．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５１，５０２，４００円 複勝： ６５，１８１，６００円 枠連： ６４，４７２，７００円

普通馬連： １９４，０４９，９００円 馬単： １２３，８２８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ５７，２７７，９００円

３連複： ２３８，１１９，６００円 ３連単： ４９０，３９３，３００円 計： １，２８４，８２６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � ２００円 � ２４０円 � ２３０円 枠 連（１－５） ５３０円

普通馬連 �� １，７７０円 馬 単 �� ３，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６９０円 �� ７８０円 �� １，０００円

３ 連 複 ��� ５，６６０円 ３ 連 単 ��� ２６，８１０円

票 数

単勝票数 計 ５１５０２４ 的中 � ７６３５５（２番人気）
複勝票数 計 ６５１８１６ 的中 � ９０２３９（２番人気）� ７１２９９（４番人気）� ７４９３６（３番人気）
枠連票数 計 ６４４７２７ 的中 （１－５） ９０７３５（１番人気）
普通馬連票数 計１９４０４９９ 的中 �� ８１００９（６番人気）
馬単票数 計１２３８２８７ 的中 �� ２６５４１（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５７２７７９ 的中 �� ２０７７９（５番人気）�� １８２８５（８番人気）�� １３８６８（１０番人気）
３連複票数 計２３８１１９６ 的中 ��� ３１０５５（１５番人気）
３連単票数 計４９０３９３３ 的中 ��� １３５０４（６８番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．３―１０．９―１１．４―１１．６―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．２―３３．１―４４．５―５６．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デライトシーン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．７．７ 福島１着

２００４．２．５生 牝６栗 母 エクラドール 母母 プリンセスシラオキ １１戦４勝 賞金 ４６，４０２，０００円
〔騎手変更〕 エーブダッチマン号の騎手内田博幸は，第４競走での落馬負傷のため横山典弘に変更。

ティムガッド号の騎手蛯名正義は，第４競走での落馬負傷のため柴田善臣に変更。
アモーレヴォレ号の騎手中舘英二は，第４競走での落馬負傷のため吉田豊に変更。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 エイシンフェアリー号・テンザンモビール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（２２中山１）第４日 １月１１日 （祝日） 曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８７頭 本 賞
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

２４６，５３０，０００円
８，５２０，０００円
１０，０３０，０００円
１，７９０，０００円
２３，６３０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６６，０５５，０００円
５，１０８，０００円
１，８４１，４００円

勝馬投票券売得金
４９４，９６７，５００円
７２６，９６７，０００円
５３４，７１８，１００円
２，００７，６４２，５００円
１，２６２，７２０，０００円
５９７，９７２，１００円
２，３７３，９２６，８００円
４，５６３，７３２，１００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 １２，５６２，６４６，１００円

総入場人員 ２８，８２１名 （有料入場人員 ２６，４６２名）




