
０００６１ １月１７日 晴 良 （２２中山１）第６日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時００分 （ダート・右）

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

３５ オ ク ル ス 牝３鹿 ５４ 田中 勝春山本弥恵子氏 松永 康利 青森 明成牧場 ４５６－ ２１：１２．９ １．４�

２３ ダイヤモンドイエロ 牝３黒鹿５４ 吉田 豊遠藤 喜松氏 尾関 知人 むかわ 真壁 信一 ４７０－ ２１：１３．６４ ２９．５�
３６ オメガブルーライン 牝３芦 ５４ 藤田 伸二原 �子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４３２－ ６１：１４．０２� １４．１�
７１３ ウィッシュアゲン 牝３鹿 ５４ 松岡 正海浅川 皓司氏 加藤 和宏 日高 碧雲牧場 ４５０－ ２１：１４．２１� ７．３�
１２ ディアコトミ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹ディアレスト 田村 康仁 浦河 小島牧場 ４３４＋ ８１：１４．３� １０８．９�
５１０ ナリタシリウス 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太�オースミ 萱野 浩二 日高 広富牧場 ４００－ ２１：１４．７２� １４３．３�
６１１ アナタノネガイ 牝３栗 ５４ 北村 宏司村田 哲朗氏 坂本 勝美 新ひだか 藤沢牧場 ４６４＋ ２ 〃 同着 １０．７	
８１６ パノラマトウショウ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一トウショウ産業� 清水 英克 新ひだか 藤沢牧場 ４９２＋ ４１：１４．８� ２２．１

１１ アイザーウェイ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 ４６８＋ ２１：１４．９クビ １４９．４�
４７ サニーエリザベス 牝３鹿 ５４

５１ ▲丸山 元気宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下
ファーム ４００＋ ２１：１５．０� ６３．８�

６１２ エルフガーランド 牝３鹿 ５４
５３ ☆丸田 恭介吉田 照哉氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４３６－ ６１：１５．２１ １９．９

２４ ハ ナ ム ラ 牝３鹿 ５４ 津村 明秀青木 基秀氏 鈴木 伸尋 日高 グリーンヒルスタッド ４５２＋ ６１：１５．３クビ １２１．４�
８１５ コスモピアチューレ 牝３栗 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム ４４８－ ２ 〃 同着 ４０．８�
７１４ タイセイローザ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人田中 成奉氏 池上 昌弘 新ひだか 前川 正美 B４５６＋１０１：１５．４� ５８．８�
４８ ブロードアウェイク 牝３鹿 ５４ 石橋 脩 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 政人 新ひだか グランド牧場 ４５８＋ ４ 〃 ハナ ２３９．５�
５９ サンタイコウ 牝３栗 ５４ 柄崎 将寿中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４２８＋ ２１：１５．７２ ２８５．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，４８７，２００円 複勝： ７９，３０８，６００円 枠連： ２０，３６２，３００円

普通馬連： ６６，６３９，０００円 馬単： ６２，０４６，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，９３０，８００円

３連複： ９７，４６１，３００円 ３連単： １７４，８９１，４００円 計： ５５４，１２７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ４３０円 � ２９０円 枠 連（２－３） ８７０円

普通馬連 �� ９８０円 馬 単 �� １，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� ３５０円 �� １，９７０円

３ 連 複 ��� ２，７９０円 ３ 連 単 ��� ８，４６０円

票 数

単勝票数 計 ２４４８７２ 的中 � １４３０７０（１番人気）
複勝票数 計 ７９３０８６ 的中 � ５６６１５４（１番人気）� １６４０４（５番人気）� ２７３０９（４番人気）
枠連票数 計 ２０３６２３ 的中 （２－３） １７４６９（５番人気）
普通馬連票数 計 ６６６３９０ 的中 �� ５０４１０（４番人気）
馬単票数 計 ６２０４６８ 的中 �� ３６５９５（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８９３０８ 的中 �� １４８１３（４番人気）�� ２２７７７（２番人気）�� ３２４０（２０番人気）
３連複票数 計 ９７４６１３ 的中 ��� ２５８３８（９番人気）
３連単票数 計１７４８９１４ 的中 ��� １５２７２（２１番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．０―１１．４―１２．５―１２．２―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２３．０―３４．４―４６．９―５９．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オ ク ル ス �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Mtoto デビュー ２００９．１１．７ 東京５着

２００７．３．２８生 牝３鹿 母 サ レ イ マ 母母 Silk Braid ４戦１勝 賞金 ９，７００，０００円
〔制裁〕 ウィッシュアゲン号の調教師加藤和宏は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００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 チェックユアハート号



０００６２ １月１７日 晴 良 （２２中山１）第６日 第２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１０時３０分 （ダート・右）

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

５９ ジールドリル 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二前田 幸治氏 小島 太 新冠 ノースヒルズマネジメント ５３４＋ ２１：５７．９ ２．８�

１１ アースジェガー 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝松山 増男氏 小西 一男 浦河 アイオイファーム ５００＋ ８１：５８．３２� ６．１�
６１２ スペシャルマン 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣臼井義太郎氏 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド ４９４－ ６１：５８．４クビ ９．２�
２４ レチタティーヴォ 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥山上 和良氏 菊川 正達 日高 横井 哲 ４５２－ ４ 〃 クビ ５．３�
７１３ フレンチビスティー 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹備前島敏子氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ４４２－ ２１：５９．７８ ４．５�
４８ ビッグヒーロー 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一永田 清男氏 畠山 吉宏 浦河 大西ファーム ４９６＋１０２：００．４４ １２．３�
８１６ ヤ ブ サ メ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司栗田 康次氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 B５１２＋１２２：００．６１� １３１．９�
３６ シャコームサシ 牡３鹿 ５６

５３ ▲丸山 元気グレイドレーシング組合 矢野 照正 新冠 柏木 一則 ５３６＋１４２：００．８１ ２５４．２	
２３ マイネルダウザー 牡３黒鹿５６ 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新ひだか グランド牧場 B５０２± ０２：００．９� ２９．３�
７１４ マイネルポンポーソ 牡３青鹿５６ 石橋 脩 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 新冠 ビッグレッドファーム ４７２－ ８ 〃 クビ １３６．３�
６１１ キタサンアイドル 牡３黒鹿５６ 吉田 豊大野商事 嶋田 功 日高 古川 優 B４４８± ０２：０２．２８ ２５１．１�
３５ マックスストレイン 牡３栗 ５６ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４６６＋ ８ 〃 アタマ ３１．９�
４７ ドロシーパーキンス 牝３鹿 ５４

５３ ☆丸田 恭介内藤 好江氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 ４３２＋ ４２：０２．９４ ３６８．４�
５１０ アクセルシチー �３栗 ５６

５３ ▲小野寺祐太 
友駿ホースクラブ 平井 雄二 新ひだか 藤平 和実 B４４４＋１２２：０４．２８ ２３４．６�
１２ イエローランナー 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥坪野谷和平氏 柄崎 孝 日高トヨサトアライファーム ５２８－ ６２：０５．１５ ５１．０�
８１５ グローリースウェア 牡３黒鹿５６ 村田 一誠岡田 牧雄氏 高橋 義博 安平 ノーザンファーム ４８０－ ８２：０５．６３ ４１．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，８０３，６００円 複勝： ３４，５４２，１００円 枠連： １７，６５６，６００円

普通馬連： ７２，７６６，２００円 馬単： ４９，８０２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，９９１，４００円

３連複： ８７，２９０，７００円 ３連単： １３２，９４３，９００円 計： ４４１，７９７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １５０円 � ２２０円 � ２２０円 枠 連（１－５） ８７０円

普通馬連 �� ９５０円 馬 単 �� １，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� ６１０円 �� ７８０円

３ 連 複 ��� ３，０２０円 ３ 連 単 ��� １０，８２０円

票 数

単勝票数 計 ２０８０３６ 的中 � ５８６５０（１番人気）
複勝票数 計 ３４５４２１ 的中 � ７７２１７（１番人気）� ３８６１２（４番人気）� ３７１６１（５番人気）
枠連票数 計 １７６５６６ 的中 （１－５） １５１１７（４番人気）
普通馬連票数 計 ７２７６６２ 的中 �� ５７０６０（２番人気）
馬単票数 計 ４９８０２９ 的中 �� ２２９２８（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５９９１４ 的中 �� １５０６３（４番人気）�� １０３９７（９番人気）�� ７９９５（１２番人気）
３連複票数 計 ８７２９０７ 的中 ��� ２１３９６（１１番人気）
３連単票数 計１３２９４３９ 的中 ��� ９０７３（２５番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．７―１３．１―１３．５―１３．０―１３．２―１３．３―１３．２―１４．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．５―３７．６―５１．１―１：０４．１―１：１７．３―１：３０．６―１：４３．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジールドリル �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Seattle Slew デビュー ２００９．７．１２ 札幌３着

２００７．３．２１生 牡３鹿 母 ラバーズミス 母母 Til Forbid ３戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔発走状況〕 フレンチビスティー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アクセルシチー号・イエローランナー号・グローリースウェア号は，平成２２年２月１７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） ６頭 カンクロ号・ケイアイブレイズ号・スーブルソー号・ネコキック号・リネンタキシード号・レッドガルーダ号



０００６３ １月１７日 晴 良 （２２中山１）第６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

４７ タイキブルース 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人�大樹ファーム 後藤 由之 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム ４７０＋１０１：１３．５ ２．９�

２４ センジンジョー 牡３鹿 ５６ 津村 明秀河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 大狩部牧場 ４３０＋ ２１：１３．９２� ２１．７�
７１４ メイショウセキトバ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘松本 好雄氏 小島 太 浦河 太陽牧場 ５０８＋ ４１：１４．１１� ３．１�
１１ ハックルベリー 牡３鹿 ５６ 石橋 脩齊藤四方司氏 小桧山 悟 日高 下河辺牧場 ４８０＋ ２１：１４．２クビ ６８．７�
８１６ アラヴォートル �３栗 ５６ 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 浦河 丸村村下

ファーム B４６８－ ２１：１４．４１� ３４．２�
７１３ ノボシャンパーニュ 牝３栗 ５４ 大庭 和弥�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 B４８６＋ ２ 〃 アタマ ３７．４	
６１１ ヒシカツジェシー 牡３栗 ５６

５３ ▲伊藤 工真阿部 雅英氏 小笠 倫弘 新ひだか グランド牧場 ４９８－ ６１：１４．７１	 １２８．６

５１０ チェリッシュ 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥伊東 純一氏 牧 光二 日高 ヤナガワ牧場 B４４４－ ６１：１５．１２� ２３９．２�
２３ スピールナカヤマ 牡３栗 ５６ A．クラストゥス �中山牧場 尾関 知人 浦河 中山牧場 ４９４± ０１：１５．３	 １２．７�

（仏）

８１５
 ワンナップアイテム 牡３栃栗５６ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 加 Mark Casse ４９２－ ２ 〃 ハナ ３．３
３６ クリアステイン 牡３芦 ５６ 江田 照男三宅 勝俊氏 中川 公成 新ひだか 大平牧場 B４６６－ ４１：１５．４� １０８．０�
１２ ビレッジホワイト 牝３芦 ５４ 北村 宏司村山 輝雄氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４２４＋１０ 〃 クビ ４４．４�
５９ ミスラスベガス 牝３栗 ５４ 木幡 初広阿部 幸暉氏 牧 光二 新冠 ラツキー牧場 ４５２＋ ６１：１５．６１ ３９．５�
３５ 
 アポロダイバー 牡３青鹿５６ 小野 次郎菅原 太陽氏 堀井 雅広 米 Bill Wahl LLC

& Gainesway ５３８＋ ２１：１５．９２ ２２４．９�
４８ カエラチャン 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝村山 忠弘氏 根本 康広 新冠 ムラカミファーム ４０６－ ４１：１６．２１	 １２３．３�
６１２ ポルカドット 牡３芦 ５６ 鷹野 宏史西森 鶴氏 堀井 雅広 新ひだか ニシケンフアーム ５１６－１４１：１６．４１� ４３３．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，８２２，３００円 複勝： ３４，０５６，０００円 枠連： ２２，５３７，９００円

普通馬連： ７４，５３０，５００円 馬単： ５９，５８０，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，９０５，０００円

３連複： １００，３８３，３００円 ３連単： １７３，２９６，１００円 計： ５１８，１１１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � ３８０円 � １３０円 枠 連（２－４） １，１６０円

普通馬連 �� ２，７３０円 馬 単 �� ４，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９２０円 �� ２２０円 �� ８９０円

３ 連 複 ��� ２，５１０円 ３ 連 単 ��� １６，９００円

票 数

単勝票数 計 ２３８２２３ 的中 � ６５２５５（１番人気）
複勝票数 計 ３４０５６０ 的中 � ７１８５６（３番人気）� １５３４８（５番人気）� ９１０６５（１番人気）
枠連票数 計 ２２５３７９ 的中 （２－４） １４３５４（５番人気）
普通馬連票数 計 ７４５３０５ 的中 �� ２０２１０（７番人気）
馬単票数 計 ５９５８０２ 的中 �� １０７０８（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９９０５０ 的中 �� ７１０６（８番人気）�� ４２０９８（２番人気）�� ７３７３（７番人気）
３連複票数 計１００３８３３ 的中 ��� ２９５７８（６番人気）
３連単票数 計１７３２９６１ 的中 ��� ７５７１（４６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．５―１２．６―１３．１―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３４．２―４６．８―５９．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイキブルース �
�
父 トワイニング �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００９．７．１１ 札幌３着

２００７．３．３生 牡３鹿 母 リンクスオブタイム 母母 リンクスオブゴールド ３戦１勝 賞金 ８，８００，０００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） ６頭 アシュラノカゼ号・カシノイワイザケ号・ケイツーノース号・ジェラルドエビス号・ピンクデージー号・

ラシアンデイズ号
※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。



０００６４ １月１７日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２２中山１）第６日 第４競走 ��２，８８０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時３０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，８００，０００円 ３，１００，０００円 ２，０００，０００円 １，２００，０００円 ７８０，０００円� コースレコード３：１０．２良・良

３４ コアレススイフト 牡６鹿 ６０ 石神 深一小林 昌志氏 田島 俊明 平取 コアレススタッド ５０２－ ４３：１４．５ １．７�

５７ � エイワハヤブサ 牡６鹿 ６０ 山本 康志永井公太郎氏 松山 康久 米 Lael Stable ４６８± ０３：１５．０３ ４５．３�
１１ � モエレエキスパート 牡４青鹿５９ 浜野谷憲尚 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 新ひだか 中村 和夫 ４９６＋３０３：１５．１� ８．０�
８１３ プリンシペデルソル 牡８鹿 ６０ 金子 光希 �キャロットファーム 小島 太 早来 ノーザンファーム ５０８＋２２３：１５．６３ ２６．２�
８１４� トウカイエール �１０青 ６０

５７ ▲大江原 圭内村 正則氏 後藤 由之 平取 びらとり牧場 ４７８＋１４３：１６．３４ ７．４�
７１１ アイズオブゾロ �４黒鹿５９ 穂苅 寿彦 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７６＋ ２ 〃 クビ ５４．５�
４５ � オンワードカルマ 牡７鹿 ６０ 鈴木 慶太	オンワード牧場 柴田 政人 浦河 オンワード牧場 ４９４＋１６３：１６．７２� １１６．５

３３ コンフェルヴォーレ 牡４栗 ５９ 高野 和馬岡田 牧雄氏 和田正一郎 新ひだか 岡田スタツド ４４０－ ４３：１６．８� １８１．６�
６１０� コ マ チ 牝６青鹿 ５８

５７ ▲草野 太郎江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 ４５６＋２１ 〃 アタマ １５１．５�
２２ ジャングルテクノ 牡６鹿 ６０ 横山 義行 �サンデーレーシング 菊川 正達 早来 ノーザンファーム ４６４＋ ２３：１７．１１	 ４．８
５８ � ツインダイヤ 牝４栗 ５７ 柴田 未崎�坂東牧場 境 征勝 日高 ファーミングヤナキタ ４８２＋１０３：１７．４１	 ４６．２�
４６ フジノプリンス 牡４黒鹿５９ 蓑島 靖典藤井 五三氏 柄崎 孝 新冠 須崎牧場 ４４８－ ８３：１９．２大差 １６６．９�
６９ フサイチエナジー 牡５鹿 ６０ 宗像 徹飯田 正剛氏 坂本 勝美 静内 千代田牧場 ４６６－ ６３：１９．６２� １０７．０�
７１２ ギルティストライク �６黒鹿６０ 平沢 健治前田 幸治氏 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０６＋２４ （競走中止） ２７．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，１０１，２００円 複勝： ２５，２１３，３００円 枠連： １９，４４１，９００円

普通馬連： ５２，９０８，０００円 馬単： ５０，７７２，８００円 ワイド【拡大馬連】： １８，９５７，７００円

３連複： ６７，１０４，８００円 ３連単： １２９，９８０，９００円 計： ３８３，４８０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ４５０円 � ２５０円 枠 連（３－５） １，０７０円

普通馬連 �� １，８３０円 馬 単 �� ２，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５９０円 �� ３９０円 �� ２，４００円

３ 連 複 ��� ４，３５０円 ３ 連 単 ��� １７，９５０円

票 数

単勝票数 計 １９１０１２ 的中 � ９３７７４（１番人気）
複勝票数 計 ２５２１３３ 的中 � １２４２５１（１番人気）� ８００５（６番人気）� １７５７２（４番人気）
枠連票数 計 １９４４１９ 的中 （３－５） １３４９３（４番人気）
普通馬連票数 計 ５２９０８０ 的中 �� ２１３７６（８番人気）
馬単票数 計 ５０７７２８ 的中 �� １７９８２（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８９５７７ 的中 �� ８０５０（５番人気）�� １３２３３（３番人気）�� １７６３（２４番人気）
３連複票数 計 ６７１０４８ 的中 ��� １１３８７（１５番人気）
３連単票数 計１２９９８０９ 的中 ��� ５３４６（４８番人気）

上り １マイル １：４８．４ ４F ５２．５－３F ３９．６
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→→�→�」
１
�

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

勝馬の
紹 介

コアレススイフト �
�
父 ス キ ャ ン �

�
母父 ツータイミング デビュー ２００６．１１．１２ 東京５着

２００４．５．１２生 牡６鹿 母 ビバブライティア 母母 スプリングスノーフオール 障害：１４戦１勝 賞金 ２４，５００，０００円
〔騎手変更〕 フサイチエナジー号の騎手五十嵐雄祐は，第１回京都競馬第５日第８競走での落馬負傷のため宗像徹に変更。
〔発走状況〕 コマチ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 ギルティストライク号は，１周目３号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ザムーン号・プラクシス号
（非抽選馬） １頭 ショウナンアンサー号



０００６５ １月１７日 晴 良 （２２中山１）第６日 第５競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０分 （芝・右）

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

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

５９ クォークスター 牡３栗 ５６ 柴田 善臣 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム ５００＋ ２２：０２．８ ８．３�

７１４ フェイルノート 牡３青鹿５６ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 和田 正道 安平 ノーザンファーム ５００＋ ２２：０３．０１� ４．４�
４７ � コスモメドウ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 愛 Abergwaun

Farms ４５８－ ６ 〃 クビ １４．５�
６１２� クレバーロッシー 牡３栗 ５６ 田中 勝春田� 正明氏 加藤 和宏 米 Tom Stone-

braker ４７４－ ６ 〃 アタマ ２４．７�
８１６ バトルオブブリテン 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹会田 満雄氏 杉浦 宏昭 新冠 中本 隆志 B４８０± ０２：０３．４２� ６１．２�
４８ シルクガブリエル 牡３鹿 ５６ 江田 照男有限会社シルク矢野 照正 日高 ファニーヒルファーム ４４０＋ ２２：０３．５	 ３３．９	
５１０ グ ラ ド ゥ ス 牡３鹿 ５６ 北村 宏司伊達 敏明氏 清水 利章 日高 サンシャイン

牧場 ４１６± ０２：０３．７１� ８５．９

１２ テープカット 牡３鹿 ５６ 木幡 初広橋本 忠雄氏 柴田 政人 新ひだか タイヘイ牧場 ４３６－ ２ 〃 クビ １４０．６�
２４ メジロジェラルド 牡３黒鹿５６ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ５０４－ ６２：０３．８クビ １０．７�
２３ ジェットヴォイス 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人本間 茂氏 石毛 善彦 日高 新井 昭二 ４８４－１２ 〃 アタマ ９．９
３６ ビレッジブライト 牡３栗 ５６ 安藤 勝己村山 輝雄氏 藤原 辰雄 新ひだか 飛野牧場 ４８６－ ６ 〃 アタマ ４．１�
３５ ボーシュヴァル 牝３青鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太道永 幸治氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４４６± ０２：０３．９	 ３７．９�
７１３ グーテデロワ 牝３黒鹿５４ 村田 一誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 奥平 雅士 新ひだか グランド牧場 ４３８＋ ８２：０４．１１ １２９．９�
６１１ トーセンアドミラル 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム B５００＋ ６ 〃 クビ ５．８�
８１５ ドリームバスケット 牡３栗 ５６ 中舘 英二セゾンレースホース� 阿部 新生 日高 荒井ファーム B４５６＋ ２２：０４．２クビ １５．４�
１１ ハラップクー 牝３黒鹿５４ 松岡 正海加藤 信之氏 鈴木 康弘 新ひだか 藤沢牧場 ４４４－ ４２：０４．７３ ３２．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，３４５，５００円 複勝： ４７，０３６，４００円 枠連： ３０，０２０，６００円

普通馬連： ９６，３６１，９００円 馬単： ５９，９５６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，４７４，６００円

３連複： １２５，８１０，９００円 ３連単： １７９，１８３，５００円 計： ６０３，１８９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８３０円 複 勝 � ２６０円 � １８０円 � ３９０円 枠 連（５－７） １，６４０円

普通馬連 �� １，６６０円 馬 単 �� ４，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６７０円 �� ２，３００円 �� １，２９０円

３ 連 複 ��� ８，９８０円 ３ 連 単 ��� ４４，１４０円

票 数

単勝票数 計 ２７３４５５ 的中 � ２６２２０（４番人気）
複勝票数 計 ４７０３６４ 的中 � ４５７５８（４番人気）� ８５３１０（１番人気）� ２６９６１（７番人気）
枠連票数 計 ３００２０６ 的中 （５－７） １３５７０（７番人気）
普通馬連票数 計 ９６３６１９ 的中 �� ４２９５５（３番人気）
馬単票数 計 ５９９５６２ 的中 �� １１０７５（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７４７４６ 的中 �� １４５２９（４番人気）�� ３８６６（３１番人気）�� ７１１１（１４番人気）
３連複票数 計１２５８１０９ 的中 ��� １０３４６（３１番人気）
３連単票数 計１７９１８３５ 的中 ��� ２９９６（１２０番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．７―１２．７―１２．４―１２．９―１２．３―１２．６―１２．２―１２．３―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．１―３５．８―４８．２―１：０１．１―１：１３．４―１：２６．０―１：３８．２―１：５０．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クォークスター �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２０１０．１．５ 中山２着

２００７．５．１８生 牡３栗 母 フェスタデルドンナ 母母 スカーレツトブルー ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
※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。
（非当選馬） １頭 カリバーン号
（非抽選馬） ２頭 シャイニンアーサー号・マイネルウインザー号



０００６６ １月１７日 晴 良 （２２中山１）第６日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０分 （ダート・右）

牝，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

８１５ ダイワフェズブルー 牝３鹿 ５４ 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４８０ ―１：５８．５ １０．５�

７１３ ダ ル ニ ム 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太 �天羽�治牧場 大竹 正博 日高 天羽 禮治 ５０４ ―１：５９．０３ ２０２．２�
５１０ ポ ロ メ リ ア 牝３青 ５４ 柴田 善臣�辻牧場 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 ４５８ ―１：５９．１� ４．５�
１２ ピーコックブルー 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹�酒井牧場 伊藤 大士 浦河 酒井牧場 ４４２ ―１：５９．３１� １７．５�
７１４ レインボーダリア 牝３栗 ５４ 藤田 伸二田中 由子氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４５６ ―１：５９．５� ３．０�
６１１ メイショウコブシ 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 ４７６ ―２：００．８８ １０．６�
２４ ミラクルフラッグ 牝３栗 ５４

５１ ▲伊藤 工真小林 英一氏 岩戸 孝樹 日高 出口牧場 B４９０ ―２：００．９� ４１．０	
６１２ ファインミスト 牝３鹿 ５４ 横山 典弘 �社台レースホース鈴木 康弘 安平 追分ファーム ４５０ ―２：０１．２１� ３．７

１１ ヒガサビジン 牝３鹿 ５４ 江田 照男栗嶋 豊明氏 坂本 勝美 日高 福満牧場 ４６２ ― 〃 アタマ １０６．９�
８１６ ラヴアンジェリーク 牝３青 ５４ 岩部 純二大迫久美子氏 萱野 浩二 新冠 村上 欽哉 ４７０ ―２：０１．４１ ３１５．４�
３５ ヒラボクガール 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝平田牧場 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 ４９０ ―２：０２．２５ ２９．７�
３６ ロヴェレート 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新ひだか グランド牧場 ４２４ ―２：０２．９４ １１９．８�
４７ プラウドメアリー 牝３鹿 ５４ 吉田 豊吉田 千津氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ４４２ ―２：０３．１１� １８．４�
２３ トーセンアップル 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人島川 �哉氏 秋山 雅一 新ひだか 三石川上牧場 ４７６ ―２：０４．６９ １２７．０�
５９ リトルジュン 牝３芦 ５４ 田中 勝春宮田 守氏 松山 将樹 日高 豊洋牧場 ４６２ ―２：０５．９８ ２７．１�
４８ エターナルブレス 牝３栗 ５４

５３ ☆丸田 恭介 �ユートピア牧場 清水 英克 登別 ユートピア牧場 ４９０ ― 〃 クビ １９４．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，７２９，２００円 複勝： ３１，６７４，９００円 枠連： ２２，９３９，６００円

普通馬連： ７５，５９６，６００円 馬単： ５０，３４６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，９３５，１００円

３連複： ８５，８５６，０００円 ３連単： １３６，１０２，２００円 計： ４５３，１７９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０５０円 複 勝 � ３００円 � ３，９３０円 � １８０円 枠 連（７－８） １，３００円

普通馬連 �� ８３，２７０円 馬 単 �� １１６，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２，９６０円 �� ８５０円 �� １６，０１０円

３ 連 複 ��� １４９，８００円 ３ 連 単 ��� １，０１４，５９０円

票 数

単勝票数 計 ２３７２９２ 的中 � １７８５７（４番人気）
複勝票数 計 ３１６７４９ 的中 � ２７９４０（４番人気）� １５９７（１５番人気）� ５８７０５（２番人気）
枠連票数 計 ２２９３９６ 的中 （７－８） １３０８３（４番人気）
普通馬連票数 計 ７５５９６６ 的中 �� ６７０（８０番人気）
馬単票数 計 ５０３４６２ 的中 �� ３１９（１３０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６９３５１ 的中 �� ２８０（８８番人気）�� ８２７８（９番人気）�� ４０２（７９番人気）
３連複票数 計 ８５８５６０ 的中 ��� ４２３（２０４番人気）
３連単票数 計１３６１０２２ 的中 ��� ９９（１１５９番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．８―１３．４―１４．０―１３．８―１３．２―１３．２―１２．９―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．７―３８．１―５２．１―１：０５．９―１：１９．１―１：３２．３―１：４５．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．６―３F３９．４
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ダイワフェズブルー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ノーザンテースト 初出走

２００７．１．２８生 牝３鹿 母 ノンストップレディ 母母 マ ガ ロ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーセンアップル号・リトルジュン号・エターナルブレス号は，平成２２年２月１７日まで平地競走に

出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 モクセイ号



０００６７ １月１７日 晴 良 （２２中山１）第６日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時２０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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

６８ トーセンアレス 牡３鹿 ５６ 横山 典弘島川 �哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム ４６８＋ ６１：５７．２ １．４�

８１２ ナムラロアー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊奈村 信重氏 田村 康仁 新ひだか 小野 秀治 ４３８＋ ４１：５７．７３ ２１．２�
５５ � アポロノサムライ 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 米 Mr. & Mrs.

John Kerber ５１８± ０１：５８．４４ １３．１�
６７ ギャザーロージズ 牡３芦 ５６ 柴山 雄一吉田 勝己氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４６８－ ４１：５８．７１� ２６．５�
４４ ロトディパーチャー 牡３鹿 ５６ 田中 博康國武 佳博氏 藤原 辰雄 伊達 高橋農場 ４６６＋ ２ 〃 ハナ ２８．５�
２２ カワキタシュテルン 牡３鹿 ５６ 松岡 正海川島 吉男氏 武市 康男 新ひだか 飛野牧場 ５１２＋ ８ 〃 クビ ６．７�
８１１� アルティスト 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣塩入 通之氏 嶋田 功 浦河 高岸 順一 ４７２＋ ２ 〃 ハナ １０６．９	
７１０ オメガブルーグラス 牡３栗 ５６ 藤田 伸二原 	子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４６６＋ ４１：５８．８� ８．４

３３ ダイヤペルセウス 牡３栗 ５６ 田中 勝春 �ダイヤモンドファーム 高橋 裕 浦河 ダイヤモンドファーム ４８６＋１０１：５９．０１
 １４６．３�
７９ アポロパステル 牝３栗 ５４ 村田 一誠アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 浦河 日田牧場 ４５４± ０１：５９．１� ８２．９
１１ コスモイフリート 牡３栗 ５６ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 北星村田牧場 ４８６＋ ２１：５９．４２ ５８．１�
５６ リーサムカイト 牡３鹿 ５６ A．クラストゥス 平田 修氏 大江原 哲 新ひだか 増本牧場 ４７０＋１２２：００．４６ ９８．７�

（仏）

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３７，２０３，５００円 複勝： ９２，２４３，１００円 枠連： ２４，６２０，８００円

普通馬連： ９７，０３８，２００円 馬単： ８９，１５４，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，３５０，８００円

３連複： １１５，６０１，４００円 ３連単： ２６８，４６３，１００円 計： ７６１，６７５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ３１０円 � ２００円 枠 連（６－８） ７９０円

普通馬連 �� ８５０円 馬 単 �� １，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� ３１０円 �� １，３６０円

３ 連 複 ��� ２，０６０円 ３ 連 単 ��� ５，８７０円

票 数

単勝票数 計 ３７２０３５ 的中 � ２１８４８０（１番人気）
複勝票数 計 ９２２４３１ 的中 � ６０２０３８（１番人気）� ３１４０６（５番人気）� ５９６５５（４番人気）
枠連票数 計 ２４６２０８ 的中 （６－８） ２３２０７（４番人気）
普通馬連票数 計 ９７０３８２ 的中 �� ８４９７０（４番人気）
馬単票数 計 ８９１５４４ 的中 �� ６３７２３（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７３５０８ 的中 �� ２１１４１（５番人気）�� ３３４７９（３番人気）�� ６０１４（１６番人気）
３連複票数 計１１５６０１４ 的中 ��� ４１４７１（９番人気）
３連単票数 計２６８４６３１ 的中 ��� ３３７７９（１６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２５．２―３９．０―５２．８―１：０６．４―１：１９．１―１：３２．０―１：４５．１

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

トーセンアレス �
�
父 アドマイヤドン �

�
母父 Gulch デビュー ２００９．１２．１２ 中山１着

２００７．４．２２生 牡３鹿 母 レ ー ス 母母 Key Flyer ２戦２勝 賞金 １４，０００，０００円
※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。



０００６８ １月１７日 晴 良 （２２中山１）第６日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００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

７１４ シャーズブルー 牡４鹿 ５６ 中舘 英二�谷川牧場 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 B５４０＋ ４１：１２．４ ２０．７�

１１ カラーチャージ 牡５黒鹿５７ 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 浦河 谷川牧場 ４７４± ０１：１２．７２ ４．４�
５１０� モエレジンダイコ 牡５栗 ５７

５４ ▲伊藤 工真坂本 肇氏 大江原 哲 三石 中村 和夫 B４８０＋１６ 〃 ハナ ９．２�
５９ ヤマニントップギア 牡５鹿 ５７ 北村 宏司土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ５０６－ ２１：１２．８クビ ９．７�
２３ ダイワバーガンディ 牝４鹿 ５４ 田中 勝春大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B４６８＋ ４１：１２．９� １７．４�
１２ � パープルマジック 牡４黒鹿５６ 石橋 脩水上 行雄氏 柴田 政人 新ひだか 塚田 達明 ４６２＋ ４ 〃 アタマ ５４．２�
６１２� ヤッパリツヨカッタ 牡５鹿 ５７ 吉田 豊国田 正忠氏 清水 久詞 門別 富川牧場 ４９４＋１０１：１３．２１� ２１．８	
２４ マイネルプライゼン 牡４黒鹿５６ 柴山 雄一 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 むかわ 六角 久美子 ４８０＋ ８１：１３．３� ６．０�
３６ � ジョイチャイルド 牝４鹿 ５４

５１ ▲丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４４４－ ７ 〃 ハナ ３８．２�
６１１ タツタイコウ 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝鈴木 昭作氏 根本 康広 千歳 エクセレンス

ファーム ５１６＋ ６ 〃 アタマ ３６．６
８１６� ネイチャーグロウ 牡５青鹿５７ 高山 太郎井上 修一氏 佐藤 全弘 新冠 松田 富士夫 B５００＋ ５１：１３．５１� １５０．２�
３５ � サクラフジビュー 牡４鹿 ５６ 田中 博康
さくらコマース伊藤 大士 新冠 川上 悦夫 ４４２－ ６１：１４．２４ ４１．７�
７１３ リネンピュア 牝４鹿 ５４ 田辺 裕信戸山 光男氏 南田美知雄 三石 嶋田牧場 ４４８－ ６ 〃 ハナ ２５１．０�
４７ ヴィーヴァシャトル 牡４栗 ５６ 小野 次郎芹澤 精一氏 阿部 新生 浦河 松栄牧場 ４８４＋１６ 〃 アタマ ２５７．０�
８１５ エルサフィール 牝４黒鹿５４ 柴田 善臣柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４７６－ ４１：１４．３クビ ３．０�
４８ レオブルース 牡５鹿 ５７

５４ ▲小野寺祐太
レオ 平井 雄二 浦河 江谷 重雄 ５０６＋１０１：１４．６２ １７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，７０８，３００円 複勝： ４２，００４，０００円 枠連： ３５，５７２，５００円

普通馬連： １１４，１７６，３００円 馬単： ６９，０９６，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，７３８，９００円

３連複： １３８，６１６，５００円 ３連単： ２１５，６３４，８００円 計： ６８３，５４７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０７０円 複 勝 � ５００円 � ２００円 � ２９０円 枠 連（１－７） ５，５３０円

普通馬連 �� ７，２６０円 馬 単 �� １７，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２６０円 �� ２，２００円 �� ９９０円

３ 連 複 ��� １５，９５０円 ３ 連 単 ��� １４２，２２０円

票 数

単勝票数 計 ２９７０８３ 的中 � １１３２３（８番人気）
複勝票数 計 ４２００４０ 的中 � １９１６４（８番人気）� ６５１７８（２番人気）� ３７６５８（５番人気）
枠連票数 計 ３５５７２５ 的中 （１－７） ４７５３（２２番人気）
普通馬連票数 計１１４１７６３ 的中 �� １１６１５（２６番人気）
馬単票数 計 ６９０９６４ 的中 �� ２８３９（６６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８７３８９ 的中 �� ４１５２（３１番人気）�� ４２８９（２８番人気）�� ９９８５（９番人気）
３連複票数 計１３８６１６５ 的中 ��� ６４１４（６１番人気）
３連単票数 計２１５６３４８ 的中 ��� １１１９（４５２番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．５―１２．３―１２．５―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．５―４６．８―５９．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャーズブルー �
�
父 マリエンバード �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００９．４．１８ 阪神５着

２００６．５．３生 牡４鹿 母 レ ス ト レ ス 母母 Slept Thru It ９戦２勝 賞金 １６，１５０，０００円
〔発走状況〕 レオブルース号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 レオブルース号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 ダブルフレーバー号・トーセンモンローズ号・マルタカデピュティ号



０００６９ １月１７日 晴 良 （２２中山１）第６日 第９競走 ��
��２，２００�

は つ さ き

初 咲 賞
発走１４時２５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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１０．１
２：１０．１

良

良

６９ タカラサンデー 牡４栗 ５６ 北村 宏司村山 義男氏 国枝 栄 新ひだか 幌村牧場 ５１６± ０２：１４．５ ７．０�

７１０ フェニコーン 牡６黒鹿５７ 吉田 豊齊藤四方司氏 河野 通文 門別 下河辺牧場 ５１２＋ ８２：１４．６� ５．６�
７１１ トーセンゴライアス 牡６芦 ５７ 柴山 雄一島川 �哉氏 萱野 浩二 千歳 社台ファーム B５５４＋ ２ 〃 クビ ３６．０�
５７ サ イ オ ン 牡４芦 ５６ 安藤 勝己里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４９８＋１０２：１４．８１� ５．７�
３３ ミ ヤ ビ ベ ガ 牡５黒鹿５７ 藤田 伸二村上 義勝氏 戸田 博文 静内 原 武久 ４５８＋ ４ 〃 ハナ ７．６�
８１３ ギムレットアイ 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣小野 博郷氏 浅野洋一郎 門別 浜本牧場 ４７０＋ ２２：１５．２２� ４３．４�
６８ マイネルーチェ 牝６黒鹿５５ 松岡 正海 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム ４６８± ０ 〃 ハナ ２．７

５６ � イーサンジャンパー 牡４栗 ５６ 田辺 裕信国本 勇氏 佐藤 吉勝 鵡川 上水牧場 ４８４＋ ６ 〃 クビ １０７．５�
４５ アイティトップ 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４９６＋ ２ 〃 アタマ １２．１�
４４ パッシングマーク 牡７鹿 ５７ 後藤 浩輝 社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４９２＋ ４２：１５．３クビ ２４．８�
２２ ロードキャニオン 	６鹿 ５７ 横山 典弘 	ロードホースクラブ 後藤 由之 三石 ケイアイファーム ４５４＋ ２２：１５．８３ １６．８�
８１２ マスラタケヲ 牡９栗 ５７ 大庭 和弥井口 莞爾氏 浅野洋一郎 鵡川 上水牧場 ４７８＋ ８２：１６．０１
 ２４９．５�
１１ マルタカタキオン 牡７栗 ５７ 伊藤 工真�橋まゆみ氏 勢司 和浩 新冠 北星村田牧場 ５１４± ０２：１６．１� ２５９．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３７，００８，６００円 複勝： ５８，８８９，２００円 枠連： ３７，４８８，２００円

普通馬連： １５７，２０２，２００円 馬単： ９６，３４９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４８，１８８，８００円

３連複： １７６，２５４，５００円 ３連単： ３４２，３２９，５００円 計： ９５３，７１０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７００円 複 勝 � ２７０円 � ２２０円 � ８００円 枠 連（６－７） ４２０円

普通馬連 �� ２，０９０円 馬 単 �� ３，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８３０円 �� ３，０５０円 �� ２，１１０円

３ 連 複 ��� １９，９６０円 ３ 連 単 ��� ８５，６２０円

票 数

単勝票数 計 ３７００８６ 的中 � ４１７９７（４番人気）
複勝票数 計 ５８８８９２ 的中 � ５９８６９（４番人気）� ８２５１０（２番人気）� １６１３２（９番人気）
枠連票数 計 ３７４８８２ 的中 （６－７） ６６４４１（１番人気）
普通馬連票数 計１５７２０２２ 的中 �� ５５６４５（８番人気）
馬単票数 計 ９６３４９７ 的中 �� １８３５８（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４８１８８８ 的中 �� １４９８８（９番人気）�� ３７８５（３４番人気）�� ５５４１（２６番人気）
３連複票数 計１７６２５４５ 的中 ��� ６５２０（６０番人気）
３連単票数 計３４２３２９５ 的中 ��� ２９５１（２７５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１３．２―１２．４―１３．０―１２．４―１２．３―１１．９―１１．５―１１．３―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．５―２３．９―３７．１―４９．５―１：０２．５―１：１４．９―１：２７．２―１：３９．１―１：５０．６―２：０１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．３―３F３５．４
１
３
９－（１，７）（６，８）１１（４，１０）（３，１２）（２，１３）５
９，６－（４，１，７，８）１１（３，１０）－（２，１２）１３，５

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

タカラサンデー �
�
父 ナリタトップロード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１１．８ 東京２着

２００６．５．４生 牡４栗 母 ブライトサンディー 母母 エンドイットダーリン １５戦３勝 賞金 ４０，２１５，０００円
〔制裁〕 サイオン号の騎手安藤勝己は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（８番・１１番への進路影響）



０００７０ １月１７日 晴 良 （２２中山１）第６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；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 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

７１４ キルシュブリューテ 牝６鹿 ５５ 横山 典弘 �ローレルレーシング 和田 正道 新冠 対馬 正 ４９８＋２０１：０８．６ ３３．４�

３５ � ダノンムロー �６黒鹿５７ 北村 宏司�ダノックス 加藤 征弘 米 Fontainebleau
Farm Inc. ４６２＋ ４ 〃 クビ ９．４�

６１２	 エフテーストライク 牝６青鹿５５ 田辺 裕信深野 茂雄氏 尾関 知人 三石 斉藤 正男 ４４２＋ ６１：０８．８１
 ５１．４�
２４ オリオンスターズ 牡６黒鹿５７ 松岡 正海吉田 勝己氏 藤原 英昭 早来 ノーザンファーム ５２４± ０ 〃 クビ ４．３�
７１３ エネルマオー 牡８鹿 ５７ 勝浦 正樹西山 茂行氏 宮本 博 浦河 高昭牧場 B４７８＋ ２１：０８．９� ４６．６�
５１０� セトノアンテウス 牡５鹿 ５７ 安藤 勝己難波 澄子氏 鮫島 一歩 豪 Mr F Peisah ４７６－ ２１：０９．０� ３．６�
８１５ ジョイントスターズ 牡９鹿 ５７ 西田雄一郎岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 静内 及川 幸夫 ４８４＋１０ 〃 ハナ ５９．１	
１１ � ワンダークラフティ 牡７鹿 ５７ 柴山 雄一山本 信行氏 松永 幹夫 米 Takao Zako ５４８－ ６１：０９．１� ３４．１

６１１	 リキアイダンディ 牡９鹿 ５７ 丹内 祐次高山 幸雄氏 阿部 新生 静内 岡田牧場 B４９６＋１２１：０９．２クビ ３３０．８�
３６ メジロチャンプ 牡４鹿 ５６ 後藤 浩輝�メジロ牧場 伊藤 圭三 洞爺 メジロ牧場 ４９２－ ８ 〃 ハナ １５．４
５９ 	 ヤマカツマリリン 牝６栗 ５５ 田嶋 翔山田 和夫氏 小島 貞博 静内 岡田牧場 ５２４－ ２ 〃 クビ １５．４�
１２ キルシュワッサー 牝７栗 ５５ 田中 博康 �天羽治牧場 大竹 正博 門別 天羽 禮治 ４９０＋ ６１：０９．３クビ １６０．２�
２３ ダンディーズケア 牡７鹿 ５７ 鷹野 宏史臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４８０＋３２１：０９．６２ ２９２．８�
８１６ ナンゴクプラネット 牝６黒鹿５５ 伊藤 工真渡 義光氏 武 宏平 鵡川 六角牧場 ４８８＋１８１：０９．７クビ ２１５．４�
４８ オールタイムベスト 牝５青鹿５５ 中舘 英二青山 洋一氏 池江 泰寿 門別 下河辺牧場 ４９０＋１０１：０９．８� ３．８�
４７ レッドリップス 牝４栗 ５４ 吉田 隼人 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム B４６０＋ ８１：１０．７５ ９．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４８，５６１，９００円 複勝： ７２，９０９，２００円 枠連： ５５，２８５，３００円

普通馬連： ２３３，４１０，５００円 馬単： １３５，５５４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ６７，１６４，７００円

３連複： ２６７，９７３，５００円 ３連単： ５０４，１２３，７００円 計： １，３８４，９８３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，３４０円 複 勝 � ７９０円 � ３００円 � ９３０円 枠 連（３－７） ３，６６０円

普通馬連 �� ８，６５０円 馬 単 �� １９，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，８２０円 �� ７，６９０円 �� ４，１８０円

３ 連 複 ��� ７４，８００円 ３ 連 単 ��� ４２０，８７０円

票 数

単勝票数 計 ４８５６１９ 的中 � １１４６６（８番人気）
複勝票数 計 ７２９０９２ 的中 � ２２８９１（９番人気）� ７３８１１（４番人気）� １９１１５（１０番人気）
枠連票数 計 ５５２８５３ 的中 （３－７） １１１６５（１２番人気）
普通馬連票数 計２３３４１０５ 的中 �� １９９２６（２５番人気）
馬単票数 計１３５５５４３ 的中 �� ５０７１（５９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６７１６４７ 的中 �� ５９１１（３４番人気）�� ２１３３（５９番人気）�� ３９５９（４２番人気）
３連複票数 計２６７９７３５ 的中 ��� ２６４４（１５５番人気）
３連単票数 計５０４１２３７ 的中 ��� ８８４（８４０番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．３―１０．８―１１．７―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．３―３３．１―４４．８―５６．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キルシュブリューテ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００６．６．１７ 福島９着

２００４．２．２６生 牝６鹿 母 サクラソレイユ 母母 サクラヒラメキ ３９戦５勝 賞金 ８４，１０４，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ９頭 オメガユリシス号・ファルクス号・ホエールシャーク号・マチカネハヤテ号・ミスクリアモン号・

ミレニアムカースル号・メイビリーヴ号・ランチボックス号・ルシュクル号



０００７１ １月１７日 晴 良 （２２中山１）第６日 第１１競走 ��
��２，０００�第５０回京 成 杯（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （芝・右）
３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金２，０００万
円以上の馬１�増，�：馬齢重量，重賞競走１着馬１�増

京成電鉄株式会社賞（１着）
賞 品

本 賞 ３９，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，９００，０００円
付 加 賞 ４７６，０００円 １３６，０００円 ６８，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

８１３ エイシンフラッシュ 牡３黒鹿５６ 横山 典弘平井 豊光氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４９２± ０２：０３．６ ２．２�

４４ アドマイヤテンクウ 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５３２＋ ８ 〃 ハナ ４．９�
１１ レッドスパークル 牡３栗 ５６ 藤田 伸二幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか 谷山 和喜 ４７４＋１４２：０４．０２� ４．９�
７１１ フラガラッハ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４－ ４ 〃 アタマ １０．３�
５６ アースステップ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人吉田 和美氏 勢司 和浩 新冠 森 牧場 ５０６＋ ４２：０４．２１� ４４．１�
４５ ロ グ 牡３鹿 ５６ 北村 浩平石瀬 浩三氏 須貝 尚介 日高 大平ファーム ４８２± ０ 〃 クビ １５．９�
２２ ローグランド 牡３栗 ５６ 吉田 豊斉藤 敏博氏 河野 通文 新冠 ヒカル牧場 ４８０＋ ４ 〃 アタマ ６１．９	
５７ ブルーグラス 牡３黒鹿５６ 松岡 正海�橋 修身氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ５２０± ０２：０４．４１	 １５．０

６９ タイムチェイサー 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝�RRA 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４９４＋ ４２：０４．５� ２１．４�
７１０ テンノウセイ 牡３栗 ５６ 北村 宏司重松 國建氏 鹿戸 雄一 新ひだか 前川 清彦 ４４６－ ２２：０４．６
 １２８．３
８１２ トーセンマリーン 牡３黒鹿５６ 木幡 初広島川 �哉氏 宗像 義忠 新ひだか 城地 和義 ５１２＋１２２：０４．８１ ５５．５�
３３ フーガフューグ 牝３黒鹿５４ 的場 勇人千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４５４＋ ６２：０５．０１� ２８．８�
６８ ブルーソックス 牡３鹿 ５６ A．クラストゥス 田島榮二郎氏 矢野 英一 新冠 北星村田牧場 ４７０＋ ４２：０５．５３ ５２．２�

（仏）

（１３頭）

売 得 金

単勝： １４３，５２０，７００円 複勝： １７１，３７１，４００円 枠連： １４６，８９０，３００円

普通馬連： ７５１，７９７，０００円 馬単： ４６３，７４６，７００円 ワイド【拡大馬連】： １８５，６００，９００円

３連複： ８８２，９０７，５００円 ３連単： ２，００８，７６７，７００円 計： ４，７５４，６０２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � １５０円 枠 連（４－８） ４８０円

普通馬連 �� ６７０円 馬 単 �� １，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ２２０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ７８０円 ３ 連 単 ��� ３，１７０円

票 数

単勝票数 計１４３５２０７ 的中 � ５２５４１９（１番人気）
複勝票数 計１７１３７１４ 的中 � ５６８０４２（１番人気）� ２７０３５９（２番人気）� ２５６２９８（３番人気）
枠連票数 計１４６８９０３ 的中 （４－８） ２２６２８７（１番人気）
普通馬連票数 計７５１７９７０ 的中 �� ８３００９２（２番人気）
馬単票数 計４６３７４６７ 的中 �� ３２６１７９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１８５６００９ 的中 �� １７９４０３（２番人気）�� ２２９１４９（１番人気）�� ９４０６０（４番人気）
３連複票数 計８８２９０７５ 的中 ��� ８４３６７４（１番人気）
３連単票数 計２００８７６７７ 的中 ��� ４６７７０１（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．６―３７．２―４９．９―１：０３．２―１：１５．８―１：２８．４―１：４０．８―１：５２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．８―３F３５．２
１
３

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

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

エイシンフラッシュ �
�
父 King’s Best �

�
母父 Platini デビュー ２００９．７．１２ 阪神６着

２００７．３．２７生 牡３黒鹿 母 ムーンレディ 母母 Midnight Fever ５戦３勝 賞金 ５８，７３３，０００円
※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。



０００７２ １月１７日 晴 良 （２２中山１）第６日 第１２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１０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

１：３１．５
１：３１．５

良

良

２２ テラノファントム 牡５黒鹿５７ 藤田 伸二寺田 寿男氏 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ４５０＋ ４１：３４．０ ９．８�

１１ サトノロマネ 牡４鹿 ５６ 後藤 浩輝里見 治氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ４８８＋ ２ 〃 クビ ３．５�
３４ ミスベルツリー 牝４栗 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４７４＋ ４１：３４．４２� ６２．３�
６１０ カイシュウボナンザ 牡４黒鹿 ５６

５３ ▲丸山 元気飯村 孝男氏 領家 政蔵 日高 合資会社カ
ネツ牧場 ４７４＋ ４１：３４．５� ７．６�

４６ アプローズヒーロー 牡６鹿 ５７ 鈴来 直人小野 博郷氏 石栗 龍彦 三石 稲葉牧場 ４６６－ ６１：３４．７１� １２３．４�
８１５	 ロードエキスパート 
７黒鹿５７ A．クラストゥス �ロードホースクラブ 藤岡 健一 英 Dunchurch

Lodge Stud Co ４７０－ ２ 〃 クビ ７．７�
（仏）

４７ キングオザー 牡８芦 ５７ 武士沢友治内藤 好江氏 鈴木 勝美 門別 日高大洋牧場 B４７０－ ２１：３４．８クビ １４１．３	
７１３	 ナイキアプロード 
６黒鹿 ５７

５４ ▲伊藤 工真小野 誠治氏 古賀 史生 米
Michael Levy, Robert
Levy & Mr. & Mrs. Fran-
cis Vanlangendonck

B４８０＋ ４１：３５．０１� １４．２

２３ スーパーウーマン 牝５栗 ５５ 吉田 隼人 �高木競走馬育成牧場 高木 登 浦河 帰山 清貴 B４７４－ ６１：３５．１クビ １７．８�
５９ トーセントゥルー 牡６黒鹿５７ 柴田 善臣島川 哉氏 後藤 由之 門別 日高大洋牧場 ４６８＋１０ 〃 クビ ３０．５�
８１４ マイネルスカット 牡７黒鹿５７ 石橋 脩 �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 ５１８＋ ４１：３５．２� ４５．２�
６１１ ストロングポイント 牡４芦 ５６ 江田 照男畑佐 博氏 坂本 勝美 浦河 富田牧場 ４７０＋ ２ 〃 ハナ ５３．７�
７１２ マイネルエデン 牡４鹿 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 阿部 新生 新冠 飛渡牧場 ５２４＋ ２ 〃 ハナ ８．１�
３５ 	 レ ン デ ィ ル 牡４芦 ５６ 横山 典弘広尾レース� 藤沢 和雄 愛 Rockhart

Trading Ltd B４９２－ ４ 〃 ハナ ４．０�
５８ フラワータキシード 牡６鹿 ５７ 村田 一誠花垣 春男氏 本間 忍 門別 海馬澤 誠治 B４７６＋１０１：３６．５８ １６５．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ５３，２０１，７００円 複勝： ７１，４２１，４００円 枠連： ６１，６５２，３００円

普通馬連： ２３６，３５３，８００円 馬単： １３５，２６３，４００円 ワイド【拡大馬連】： ７０，３８９，７００円

３連複： ２８６，７２８，４００円 ３連単： ５５４，９８８，３００円 計： １，４６９，９９９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９８０円 複 勝 � ３４０円 � １８０円 � １，０３０円 枠 連（１－２） １，０８０円

普通馬連 �� １，８００円 馬 単 �� ４，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７７０円 �� ４，８６０円 �� ２，５００円

３ 連 複 ��� １７，４４０円 ３ 連 単 ��� １０２，２２０円

票 数

単勝票数 計 ５３２０１７ 的中 � ４３０６１（６番人気）
複勝票数 計 ７１４２１４ 的中 � ５１８７３（６番人気）� １３９３８６（２番人気）� １４３９９（１２番人気）
枠連票数 計 ６１６５２３ 的中 （１－２） ４２１５６（４番人気）
普通馬連票数 計２３６３５３８ 的中 �� ９７０９４（６番人気）
馬単票数 計１３５２６３４ 的中 �� ２３５６８（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７０３８９７ 的中 �� ２３８９７（６番人気）�� ３４４３（５１番人気）�� ６８１１（３２番人気）
３連複票数 計２８６７２８４ 的中 ��� １２１３８（６２番人気）
３連単票数 計５５４９８８３ 的中 ��� ４００７（３３４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．３―３４．５―４６．１―５７．９―１：１０．０―１：２１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．９―３F３６．１

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

テラノファントム �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．２．２４ 東京１着

２００５．２．２０生 牡５黒鹿 母 マイバレンタイン 母母 ダイナアルカデイア １４戦４勝 賞金 ５４，６７１，０００円
※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６日 １月１７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
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

２５０，５３０，０００円
８，５２０，０００円
１２，５６０，０００円
１，６７０，０００円
２４，８３０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，６０２，０００円
５，５４９，８００円
１，７７２，１００円

勝馬投票券売得金
４８８，４９３，７００円
７６０，６６９，６００円
４９４，４６８，３００円
２，０２８，７８０，２００円
１，３２１，６７０，０００円
６１５，６２８，４００円
２，４３１，９８８，８００円
４，８２０，７０５，１００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 １２，９６２，４０４，１００円

総入場人員 ３０，７４６名 （有料入場人員 ２８，５７０名）




