
０５０１３ ２月２８日 雨 不良 （２２中山２）第２日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１０時１０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

４８ ニシノフェミニン 牝３黒鹿５４ 佐藤 哲三西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４４８＋ ８１：１２．０ ４．６�

５９ タンジブルアセット 牡３鹿 ５６
５３ ▲丸山 元気安達 允彦氏 根本 康広 新ひだか タガミファーム ４７０＋ ６ 〃 ハナ ３．４�

８１５ センジンジョー 牡３鹿 ５６ 松岡 正海河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 大狩部牧場 ４３４＋ ２１：１２．３２ ３．９�
７１４ ラヴァリートゥルー 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真村中 徳広氏 岩戸 孝樹 新冠 川上牧場 ４７４＋１０１：１２．４クビ １５．９�
１１ ヴ ィ オ ニ エ 牡３黒鹿５６ 武 豊本田 恒雄氏 尾関 知人 新ひだか 山野牧場 ４４２± ０１：１３．１４ １７．３�
３５ タイセツナチキュウ 牡３青鹿５６ 北村 宏司小田切有一氏 古賀 慎明 浦河 木村牧場 ４８８＋ ６１：１３．２クビ ２９．８�
２３ ナムラトリトン 牡３芦 ５６ 中舘 英二奈村 信重氏 松永 康利 新ひだか 平野牧場 ４０８± ０１：１３．３� ８．３�
４７ アイアイレインボー 牝３鹿 ５４ 江田 照男齊藤 敬氏 中島 敏文 日高 坂口 豊翼 ４５０－ ４１：１３．４� ３４．１	
２４ コスモスティール 牡３栗 ５６ 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 坂本 勝美 日高 白瀬 明 ４８６± ０１：１３．５� ２８．１�
１２ ニーニョデルシエロ 牡３青 ５６ 蛯名 正義 
サンデーレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム ４４８－ ８１：１３．６� １０．２�
３６ ワ ン エ イ ム 牝３栗 ５４ 村田 一誠小林 博雄氏 中野 栄治 新冠 新冠橋本牧場 ４４２－ ６ 〃 アタマ ３５．３
８１６ エルボラーチョ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲草野 太郎櫻井 盛夫氏 佐藤 吉勝 新冠 隆栄牧場 ４６０－ ４１：１３．７クビ １９９．５�
７１３ リリーマルレーン 牝３栗 ５４

５３ ☆丸田 恭介伊達 敏明氏 伊藤 圭三 日高 サンシャイン
牧場 B４３２＋ ４１：１３．８� １２０．３�

６１２ カシノアラベスク 牝３黒鹿５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 青森 一山育成牧場 ４８０± ０１：１４．４３� ２７３．９�
６１１ ゼ フ ュ ロ ス 牡３青鹿５６ 柴田 大知
ミルファーム 田島 俊明 新冠 大栄牧場 ４７４＋ ４ 〃 クビ ３４４．０�
５１０ マンカイノサクラ 牡３黒鹿５６ 黛 弘人江川 伸夫氏 矢野 照正 新冠 川上 悦夫 ４７６＋ ８１：１５．１４ ２９９．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，４７１，４００円 複勝： ３０，９５１，２００円 枠連： ２１，７２１，７００円

普通馬連： ６８，３０６，９００円 馬単： ５０，３９７，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，４４２，２００円

３連複： ９１，３７１，８００円 ３連単： １３７，４６７，４００円 計： ４４７，１２９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １５０円 � １４０円 � １３０円 枠 連（４－５） ７１０円

普通馬連 �� ７９０円 馬 単 �� １，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ３００円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ９４０円 ３ 連 単 ��� ５，２４０円

票 数

単勝票数 計 ２０４７１４ 的中 � ３５５６８（３番人気）
複勝票数 計 ３０９５１２ 的中 � ５５１４３（３番人気）� ５８３６０（２番人気）� ６６３３８（１番人気）
枠連票数 計 ２１７２１７ 的中 （４－５） ２２５８８（２番人気）
普通馬連票数 計 ６８３０６９ 的中 �� ６４０８３（３番人気）
馬単票数 計 ５０３９７０ 的中 �� ２２３６８（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６４４２２ 的中 �� ２１１７５（３番人気）�� ２１９８７（２番人気）�� ２２０００（１番人気）
３連複票数 計 ９１３７１８ 的中 ��� ７２４１６（１番人気）
３連単票数 計１３７４６７４ 的中 ��� １９３６１（５番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．６―１１．１―１２．３―１２．４―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．０―３４．１―４６．４―５８．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３７．９
３ ９，１４－１５，８（４，７）１６－（３，５，１３）１２（１，１１，１０）６，２ ４ ９，１４，１５（８，７）－４－（３，１６）（５，１３）（１，１１，１２）（２，６，１０）

勝馬の
紹 介

ニシノフェミニン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 マ ラ キ ム デビュー ２００９．８．１ 新潟３着

２００７．３．２４生 牝３黒鹿 母 ニシノファイナル 母母 デユプリシト ８戦１勝 賞金 １０，９００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 セトウチニッチェ号・ハートエコ号
（非抽選馬） ５頭 エビデンス号・コロラトゥーラ号・シンキ号・スカイミュージック号・マイフェイヴァー号



０５０１４ ２月２８日 雨 不良 （２２中山２）第２日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０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

８１５ カトルズラパン 牡３芦 ５６ 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B４７８－ ４１：５５．２ ７．７�

１１ レッドガルーダ 牡３鹿 ５６
５３ ▲伊藤 工真 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４８２± ０１：５６．０５ １２．０�

８１６ ヤ ブ サ メ 牡３鹿 ５６
５５ ☆丸田 恭介栗田 康次氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 ５１２± ０１：５６．３１� １０６．５�

１２ バンダムシュローム 牡３栗 ５６ 蛯名 正義山科 統氏 二ノ宮敬宇 浦河 バンダム牧場 ５０６－ ２ 〃 クビ １６．１�
４７ リネンタキシード 牡３青鹿５６ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 ５３０± ０１：５６．４� １２０．２�
５９ ケイアイプログレス 牡３栃栗５６ 戸崎 圭太 �啓愛義肢材料販売所 柴崎 勇 新冠 隆栄牧場 ５２２± ０１：５６．５� １．８�

（大井）

３５ アースジェガー 牡３栗 ５６ 三浦 皇成松山 増男氏 小西 一男 浦河 アイオイファーム ５０４＋ ６１：５６．６クビ ７．１	
７１４ ナンヨープロパー 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣中村 �也氏 尾形 充弘 新ひだか 佐竹 学 ４９０－ ２ 〃 クビ １５．０

４８ メジロフランクリン 牡３鹿 ５６ 高橋 智大�メジロ牧場 奥平 雅士 洞爺湖 メジロ牧場 ５１２± ０１：５６．８１� ７１．８�
２４ ウメニウグイス 牡３青 ５６ 鈴来 直人江川 伸夫氏 矢野 英一 新冠 川上 悦夫 ４５８± ０１：５７．８６ ３４２．４
３６ クリノオペラオー 牡３栗 ５６ 田辺 裕信栗本 博晴氏 石毛 善彦 新ひだか 小河 豊水 ４６８＋１０１：５８．１１� ３７６．８�
７１３ ユ ー ス フ ル 牡３鹿 ５６ 横山 典弘武田 茂男氏 大竹 正博 新ひだか 畑端牧場 ４７２＋ ６１：５８．３１� ６．５�
２３ ソルスティス 牝３芦 ５４

５１ ▲小野寺祐太 �キャロットファーム 伊藤 圭三 むかわ 上水牧場 B４９６＋ ４ 〃 アタマ ９８．８�
６１１ スリーピークス 牡３黒鹿５６ 大庭 和弥山上 和良氏 和田正一郎 宮城 遊佐 武俊 B４５６－ ８１：５８．６１� １７６．３�
６１２ コウヨウリョウ 牡３芦 ５６ 江田 照男寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 谷川牧場 ４８６± ０１：５８．９２ ２１２．５�
５１０ ニシノソリスト 牡３栗 ５６ 北村 宏司西山 茂行氏 古賀 慎明 むかわ 西山牧場 ４５６± ０１：５９．０クビ ２８６．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，６３２，８００円 複勝： ６０，６４２，３００円 枠連： ２１，４７３，１００円

普通馬連： ６４，３３０，１００円 馬単： ５７，６３０，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，５９８，９００円

３連複： ８６，３１１，３００円 ３連単： １５７，０４４，３００円 計： ５０２，６６３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � ３５０円 � ７００円 � ３，６７０円 枠 連（１－８） ２，２１０円

普通馬連 �� ５，４００円 馬 単 �� １０，９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５３０円 �� ５，０２０円 �� １２，２００円

３ 連 複 ��� １３３，５４０円 ３ 連 単 ��� ６１０，０００円

票 数

単勝票数 計 ２６６３２８ 的中 � ２７５８２（４番人気）
複勝票数 計 ６０６４２３ 的中 � ５１９９３（２番人気）� ２２７０７（７番人気）� ３８９９（１０番人気）
枠連票数 計 ２１４７３１ 的中 （１－８） ７１９９（９番人気）
普通馬連票数 計 ６４３３０１ 的中 �� ８８０２（１９番人気）
馬単票数 計 ５７６３０９ 的中 �� ３９０１（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８５９８９ 的中 �� ４７４１（１５番人気）�� １３９０（２９番人気）�� ５６７（５３番人気）
３連複票数 計 ８６３１１３ 的中 ��� ４７７（１４２番人気）
３連単票数 計１５７０４４３ 的中 ��� １９０（６４１番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．５―１２．４―１２．７―１２．４―１２．９―１３．３―１３．２―１４．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．３―３６．７―４９．４―１：０１．８―１：１４．７―１：２８．０―１：４１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．４―３F４０．５
１
３

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

２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

カトルズラパン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１２．１２ 中山３着

２００７．３．８生 牡３芦 母 アグネスショコラ 母母 スキーパラダイス ５戦１勝 賞金 ９，４００，０００円
〔制裁〕 メジロフランクリン号の騎手高橋智大は，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。（１４番への進路影響）

ヤブサメ号の騎手丸田恭介は，後検量に遅れたことについて戒告。
※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 サンマルキング号・ハッピーメッセージ号
※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。



０５０１５ ２月２８日 雨 不良 （２２中山２）第２日 第３競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１時１０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 � アルジェンテウス 牡３鹿 ５６ 横山 典弘グリーンフィールズ� 堀 宣行 米
Machmer Hall
Thoroughbreds &
Haymarket Farm

５０４－ ４１：５５．２ ２．６�

１１ ブラックバニヤン 牡３青 ５６ 松岡 正海津村 靖志氏 大竹 正博 新冠 松浦牧場 ５０４＋１４１：５５．７３ ８．０�
６１２ ジンデンバルト 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成黒岩統治郎氏 小西 一男 日高 富川牧場 ４６６± ０１：５５．８クビ １５．１�
８１５ アサクサマリンバ 牡３鹿 ５６ 菊沢 隆徳田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７０－ ２１：５６．０１� ４．８�
２４ ラビットラヴソング 牡３黒鹿５６ 的場 勇人喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４８６＋ ４ 〃 ハナ １２９．８�
３６ ハセハイダウェイ 牡３鹿 ５６ 伊藤 直人ニットー商事� 斎藤 誠 新冠 斉藤 安行 ４８８－１２１：５６．３１� ８．２�
２３ コスモクロッシング 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太 	ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 新冠 前川 隆範 B４９４＋ ４１：５６．４� ７．０


（大井）

４８ エクセリオン 牡３芦 ５６
５５ ☆丸田 恭介岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４７４－ ２ 〃 ハナ ２２６．０�

１２ シュプスタンス 牡３栗 ５６ 石橋 脩野村 茂雄氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 ４６２－ ４１：５６．５� １６０．３�
３５ ブルーラインハルト 牡３鹿 ５６ 中舘 英二中西 宏彰氏 田村 康仁 日高 マリオステー

ブル ４４０＋ ６１：５６．７１	 ４１．４
５１０ カトルズメテオ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか タイヘイ牧場 ４９４＋ ４１：５６．９１	 １２．４�
４７ エイコオレジェンド 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信今 秀幸氏 武市 康男 新ひだか 萩澤 泰博 ４７４＋ ８１：５７．０� ３２．９�
７１４ マルターズカイト 牡３鹿 ５６ 浜中 俊藤田 在子氏 秋山 雅一 日高 天羽 禮治 ４６８－１２１：５７．６３� １７５．９�
６１１ リリースバージョン 牡３鹿 ５６ 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 追分ファーム ４８６± ０ 〃 クビ ４０．９�
７１３ ネ コ キ ッ ク 牝３鹿 ５４

５１ ▲丸山 元気桐谷 茂氏 星野 忍 日高 豊洋牧場 ４７８＋ ６１：５８．０２� ５４．５�

（１５頭）
８１６ イルベカバーロ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司畑佐 博氏 坂本 勝美 浦河 北光牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２７，４９５，１００円 複勝： ４０，２６９，３００円 枠連： ２４，０９６，８００円

普通馬連： ７８，３０１，１００円 馬単： ５５，６０６，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，９７９，６００円

３連複： ９７，４６６，８００円 ３連単： １５３，１６７，２００円 計： ５０８，３８１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １５０円 � ２３０円 � ３２０円 枠 連（１－５） ９３０円

普通馬連 �� １，１１０円 馬 単 �� １，８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５４０円 �� ７８０円 �� ９９０円

３ 連 複 ��� ４，４３０円 ３ 連 単 ��� １４，７４０円

票 数

単勝票数 差引計 ２７４９５１（返還計 １６２） 的中 � ８６２７３（１番人気）
複勝票数 差引計 ４０２６９３（返還計 ２５７） 的中 � ８９７０７（１番人気）� ４２８６３（４番人気）� ２７２１６（７番人気）
枠連票数 差引計 ２４０９６８（返還計 ２３） 的中 （１－５） １９２２４（５番人気）
普通馬連票数 差引計 ７８３０１１（返還計 ９７１） 的中 �� ５２３８１（４番人気）
馬単票数 差引計 ５５６０６０（返還計 ９６７） 的中 �� ２２０８１（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ３１９７９６（返還計 ４４６） 的中 �� １５４１９（４番人気）�� ９９８６（１０番人気）�� ７７５７（１３番人気）
３連複票数 差引計 ９７４６６８（返還計 ２７３８） 的中 ��� １６２７２（１６番人気）
３連単票数 差引計１５３１６７２（返還計 ５９４３） 的中 ��� ７６７２（３２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．７―３７．４―５０．５―１：０２．９―１：１５．７―１：２８．８―１：４１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．３―３F３９．５
１
３

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

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

�アルジェンテウス �
�
父 Eurosilver �

�
母父 Tiznow デビュー ２０１０．１．１６ 中山２着

２００７．１．８生 牡３鹿 母 Tiz the Hour 母母 Bittersweet Hour ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔出走取消〕 イルベカバーロ号は，疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
※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） ２頭 ゼロチョウサン号・ネオサクセス号
（非抽選馬） ４頭 ウエスタンブラボー号・シルクアサーション号・トモノスイング号・リアルフリーダム号
※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。



０５０１６ ２月２８日 雨 不良 （２２中山２）第２日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１１時４０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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

３５ トーセンチドリアシ 牡３黒鹿５６ 横山 典弘島川 �哉氏 鈴木 康弘 新ひだか 岡田スタツド ４８２ ―１：１３．５ ４．７�

６１１ セイウンスマイル 牝３黒鹿 ５４
５３ ☆丸田 恭介西山 茂行氏 牧 光二 浦河 高岸 順一 ４１０ ― 〃 クビ ４８．５�

１１ ユキノフジヤマ 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝馬場 幸廣氏 根本 康広 日高 大江牧場 ５０４ ―１：１４．１３� ５．７�
６１０ ダイメイザクラ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 新ひだか 中田 浩美 ４２６ ―１：１４．５２� ３．５�
３４ メイショウクレモナ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩松本 好�氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 ４４８ ―１：１４．７� ４．１�
２３ アイティラブ 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４４４ ― 〃 アタマ １１．５�
２２ アンリミテッド 牝３鹿 ５４ 村田 一誠宮川 純造氏 中川 公成 新冠 隆栄牧場 ４４８ ―１：１５．０２ １９．５	
５９ リバーカクテル 牝３栗 ５４ 郷原 洋司河越 武治氏 郷原 洋行 新ひだか 増本牧場 ４７４ ―１：１５．２１ ４２．０

４７ ドリームアステア 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真セゾンレースホース� 天間 昭一 新ひだか グランド牧場 ４５４ ―１：１５．６２� ８８．８�
５８ トウショウエホバ 牡３鹿 ５６ 黛 弘人トウショウ産業� 戸田 博文 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４７８ ― 〃 クビ ３６．１
８１４ ナスノカーネギー 牡３鹿 ５６ 田中 博康�須野牧場 奥平 雅士 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ５１６ ―１：１５．８１ ４９．０�
７１２ マイアンドキリ 牝３栗 ５４ 的場 勇人小林 祥晃氏 伊藤 大士 新ひだか 石川 新一 ４６８ ―１：１６．３３ ９１．５�

（キリアンドマイ）

４６ マスターロブスト 牝３栗 ５４ 大庭 和弥�坂東牧場 牧 光二 平取 坂東牧場 ４１２ ―１：１６．７２� ２９．８�
８１５ ロ ズ 牝３鹿 ５４ 江田 照男�三嶋牧場 矢野 照正 浦河 三嶋牧場 ５０４ ―１：１７．０１� ２２．１�
７１３ バンブーオーシャン 牡３鹿 ５６

５３ ▲丸山 元気篠木 俊二氏 菅原 泰夫 福島 篠木牧場 ４７２ ―１：１７．３２ １５２．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，２１７，４００円 複勝： ２８，８４９，６００円 枠連： ２４，５６２，９００円

普通馬連： ５８，７９９，７００円 馬単： ４８，７７８，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，５１１，３００円

３連複： ７４，３７３，３００円 ３連単： １２３，７４０，９００円 計： ４０１，８３３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １８０円 � ８７０円 � １９０円 枠 連（３－６） ４００円

普通馬連 �� １０，４２０円 馬 単 �� １６，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，６００円 �� ５２０円 �� ２，５４０円

３ 連 複 ��� １５，７６０円 ３ 連 単 ��� ９８，９４０円

票 数

単勝票数 計 ２０２１７４ 的中 � ３４２９７（３番人気）
複勝票数 計 ２８８４９６ 的中 � ４９４０７（２番人気）� ６４７５（１０番人気）� ４４１４１（４番人気）
枠連票数 計 ２４５６２９ 的中 （３－６） ４５８２７（１番人気）
普通馬連票数 計 ５８７９９７ 的中 �� ４１６７（３１番人気）
馬単票数 計 ４８７７８８ 的中 �� ２１８６（４９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２５１１３ 的中 �� ２０４２（３１番人気）�� １１６７７（６番人気）�� ２０９３（３０番人気）
３連複票数 計 ７４３７３３ 的中 ��� ３４８４（４７番人気）
３連単票数 計１２３７４０９ 的中 ��� ９２３（２７３番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．８―１１．６―１２．６―１３．０―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２３．５―３５．１―４７．７―１：００．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３８．４
３ １（２，３）（４，８）９，１０，１１－５－１５－７－１３（６，１２）－１４ ４ １，３（９，２，４，８）１０－（５，１１）＝（７，１５）＝（１３，１２）６，１４
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンチドリアシ �
�
父 Fusaichi Pegasus �

�
母父 Entrepreneur 初出走

２００７．３．４生 牡３黒鹿 母 ミッドキャップ 母母 Tis Juliet １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出走取消馬 ミスアマルフィー号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１３頭 アロンジェルブラ号・ウエスタンガバナー号・キクノフェーデ号・クラックシード号・シエルト号・

ショウナンマグナム号・ダイワビバーチェ号・テンエイルーラー号・トレノエンジェル号・トーセンビーナス号・
ハイスピードバトル号・フィールザタレント号・ブラックバトル号



０５０１７ ２月２８日 雨 不良 （２２中山２）第２日 第５競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時３０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

８１６ メジロムーア 牝３鹿 ５４ 松岡 正海�メジロ牧場 相沢 郁 洞爺湖 メジロ牧場 ４６４± ０２：０８．７ ６４．６�

１２ マイネルウーノ 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 青森 イズモリファーム ４７４± ０２：０９．１２� １６．５�

（大井）

５１０ マイネルグート 牡３鹿 ５６ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４９４－ ２２：０９．３１� ６．３�

６１２ アールディスタンス 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義星野 良二氏 鹿戸 雄一 日高 いとう牧場 ４３４－ ８２：０９．５１� ６．８�
７１３ イージーウイン 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信田島榮二郎氏 小西 一男 新ひだか 畠山牧場 ４５６＋１６ 〃 ハナ ３９．３�
２３ エミネンスグリーズ 牝３青鹿５４ 北村 宏司�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４３８－１０２：０９．６クビ ８５．１	
３５ ザ ピ エ ー ル 牡３鹿 ５６ 内田 博幸渡邊 隆氏 二ノ宮敬宇 日高 前川ファーム ４８２＋ ６２：１０．０２� ７．４

４７ ダイワブリリアント 牡３栗 ５６ 武士沢友治大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 ４７６± ０２：１０．１クビ ４２．０�
６１１ サトノジューオー 牡３青鹿５６ 田中 勝春里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５３０－ ２２：１０．４２ ７．４�
２４ サクラインライン 牡３黒鹿５６ 武 豊�さくらコマース小島 太 新ひだか 山田牧場 ４９２± ０２：１０．６� ３．０
８１５ ピサノドラクロワ 牡３栗 ５６ 横山 典弘市川 義美氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４９２＋１０２：１０．８１ ６．１�
１１ ウエスタンエルザ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか 北西牧場 ４５２－ ６２：１１．０１� ５７．３�
７１４ ホワッツアップ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲丸山 元気 �キャロットファーム 鈴木 伸尋 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４１６－ ８２：１１．３１� ２２９．２�

５９ カクテルハート 牝３鹿 ５４ 中舘 英二ディアレスト 田村 康仁 浦河 丸幸小林牧場 ４５２± ０２：１１．４� ２７８．５�
３６ シルクダイドウ 牡３青鹿５６ 江田 照男有限会社シルク谷原 義明 新ひだか 見上牧場 ４３８－ ４２：１１．７２ １７２．７�
４８ ナムラデンオウ 牡３栗 ５６ 柴山 雄一奈村 信重氏 松永 康利 新ひだか 曾我 博 ４７６－ ４ （競走中止） ５１．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，９１４，８００円 複勝： ４４，３８２，１００円 枠連： ２８，６７８，６００円

普通馬連： ９０，８０１，０００円 馬単： ６５，１７８，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，４９２，６００円

３連複： １１１，００６，４００円 ３連単： １７９，３５２，８００円 計： ５８３，８０６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，４６０円 複 勝 � １，７８０円 � ５３０円 � ２３０円 枠 連（１－８） ４，７９０円

普通馬連 �� ８９，３５０円 馬 単 �� ２２２，７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７，１２０円 �� ６，９８０円 �� １，７００円

３ 連 複 ��� １３４，３００円 ３ 連 単 ��� １，４０８，１２０円

票 数

単勝票数 計 ３０９１４８ 的中 � ３７７５（１２番人気）
複勝票数 計 ４４３８２１ 的中 � ５５４７（１２番人気）� ２１０２７（７番人気）� ６３１７７（２番人気）
枠連票数 計 ２８６７８６ 的中 （１－８） ４４２５（２０番人気）
普通馬連票数 計 ９０８０１０ 的中 �� ７５０（８７番人気）
馬単票数 計 ６５１７８５ 的中 �� ２１６（１７７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３４９２６ 的中 �� ４７４（８４番人気）�� １１７０（５７番人気）�� ４９８２（１９番人気）
３連複票数 計１１１００６４ 的中 ��� ６１０（２２２番人気）
３連単票数 計１７９３５２８ 的中 ��� ９４（１６００番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．６―１２．７―１３．５―１３．６―１３．２―１２．４―１２．７―１３．０―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．４―３７．１―５０．６―１：０４．２―１：１７．４―１：２９．８―１：４２．５―１：５５．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．３―３F３８．９
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

メジロムーア �
�
父 ムタファーウエク �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２０１０．１．１０ 中山１１着

２００７．４．１３生 牝３鹿 母 メジロビュシング 母母 メジロタカチホ ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時３１分に変更。
〔発走状況〕 ホワッツアップ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 ナムラデンオウ号は，競走中に疾病〔左第１趾骨々折〕を発症したため２コーナーで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 カシマパステル号・キタサンオトコミチ号・キマグレオンナ号・ナンヨードリーム号・メジロクリントン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０５０１８ ２月２８日 小雨 不良 （２２中山２）第２日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時００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

８１３ タイムカード 牡３栗 ５６ 戸崎 圭太錦山 登氏 清水 英克 新ひだか 岡田 猛 ５２０＋ ６１：５４．１ ３．７�
（大井）

２２ � ガッツボーイ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一栗本 博晴氏 高市 圭二 新ひだか グランド牧場 ４７４－ ４１：５４．４２ １４９．５�
３３ � 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 ５１０－ ８ 〃 クビ １０．３�
４４ ジールドリル 牡３鹿 ５６ 武 豊前田 幸治氏 小島 太 新冠 ノースヒルズマネジメント ５３０－ ２１：５４．５クビ １３．７�
７１１ 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＋ ６ 〃 クビ ５９．４�
１１ プロスペラスマム 牝３鹿 ５４ 武士沢友治本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ４８８－ ４１：５４．６� ３０．７�
４５ ナムラフェアリ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二奈村 信重氏 石栗 龍彦 日高 いとう牧場 ４６４－ ６１：５４．８１� １７．１�
５６ アカシローレル 牡３黒鹿５６ 松岡 正海臼倉 勲氏 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム ４５０＋１０１：５４．９� ３２．７	
６８ カントリースノー 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ５０８－ ２１：５５．７５ ６．０

８１２ ロフティークリフ 牡３黒鹿５６ 丹内 祐次田中 春美氏 清水 美波 新ひだか 前田 宗将 ５００－ ２１：５６．４４ ４７．９�
７１０ ロンギングスター 牡３栗 ５６ 北村 宏司坂本 浩一氏 勢司 和浩 浦河 中村 雅明 ４６６－１４１：５７．７８ ３．１�
６９ メイルストローム 牝３黒鹿５４ 三浦 皇成臼田 浩義氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ５１０－１０１：５８．０２ ３０．５
５７ トーセンドンファン 牡３黒鹿５６ 横山 典弘島川 �哉氏 清水 利章 浦河 バンブー牧場 ４８２－ ２２：００．３大差 ８．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３１，６６７，４００円 複勝： ４４，１１５，３００円 枠連： ２６，４０７，０００円

普通馬連： ９５，９３０，２００円 馬単： ６１，０７４，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，３４０，９００円

３連複： １０２，６９４，７００円 ３連単： １６９，１３７，５００円 計： ５６５，３６７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １８０円 � ２，６８０円 � ２４０円 枠 連（２－８） １１，３５０円

普通馬連 �� ３４，８６０円 馬 単 �� ４１，５５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７，４４０円 �� ５６０円 �� ７，３３０円

３ 連 複 ��� ６９，６６０円 ３ 連 単 ��� ４６０，６１０円

票 数

単勝票数 計 ３１６６７４ 的中 � ６９２８４（２番人気）
複勝票数 計 ４４１１５３ 的中 � ８１２３３（２番人気）� ３１８６（１３番人気）� ５０１６２（４番人気）
枠連票数 計 ２６４０７０ 的中 （２－８） １７１８（２６番人気）
普通馬連票数 計 ９５９３０２ 的中 �� ２０３１（５８番人気）
馬単票数 計 ６１０７４８ 的中 �� １０８５（９６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４３４０９ 的中 �� １０８５（６２番人気）�� １６４６８（４番人気）�� １１０２（６１番人気）
３連複票数 計１０２６９４７ 的中 ��� １０８８（１５４番人気）
３連単票数 計１６９１３７５ 的中 ��� ２７１（８９２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．４―３７．５―５０．９―１：０３．３―１：１５．７―１：２８．４―１：４０．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タイムカード �
�
父 パラダイスクリーク �

�
母父 トウカイテイオー デビュー ２００９．１０．３１ 福島５着

２００７．４．１８生 牡３栗 母 オフセットミライ 母母 フレイバーギフト ５戦２勝 賞金 １３，２００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーセンドンファン号は，平成２２年３月３１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。



０５０１９ ２月２８日 曇 不良 （２２中山２）第２日 第７競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１３時３０分 （芝・右・外）

牝，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

１：３１．５
１：３１．５

良

良

１２ アンシェルブルー 牝３黒鹿５４ 内田 博幸矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 ４４２－ ８１：４０．２ ２．７�

８１５� パーカッショニスト 牝３栗 ５４ 戸崎 圭太吉田 照哉氏 川島 正行 千歳 社台ファーム ４４４＋ ４ 〃 クビ １０．４�
（船橋） （大井）

１１ オメガブルーライン 牝３芦 ５４ 三浦 皇成原 �子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４２４± ０１：４０．３クビ １４．２�
２４ 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 ４３６－１０１：４１．１５ ６．４�
６１１ ホッカイレシフェ 牝３鹿 ５４

５３ ☆丸田 恭介�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＋ ２ 〃 クビ ９１．１�

４８ ラッキーダイス 牝３栗 ５４
５１ ▲伊藤 工真吉田 照哉氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４６０－ ４ 〃 ハナ ５．１�

５１０ バイタルスタイル 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 ４５８－ ２１：４１．３１ １１．８


３５ � プライズデイ 牝３青鹿 ５４
５１ ▲丸山 元気鈴木 照雄氏 武市 康男 むかわ 上水牧場 ４５６＋１２ 〃 ハナ ６４．４�

５９ � フィールドスピカ 牝３黒鹿５４ 石橋 脩 �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 ４７２－ ２１：４１．４� １７．０�
７１４ クィンビークイーン 牝３鹿 ５４ 小林 淳一竹森 幹雄氏 小西 一男 浦河 大成牧場 ４２８－ ２ 〃 クビ ３２．８
４７ ホッコーマスタング 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信矢部 幸一氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 ４３８－１０１：４１．５クビ １６．７�
３６ � モエレマイカ 牝３鹿 ５４ 沢田 龍哉吉岡 秀宜氏 山藤 統宏 新ひだか 中村 和夫 ３８０－１１１：４１．７１� ２１６．０�

（大井） （船橋）

７１３ コ ス モ レ ニ 牝３黒鹿５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 手塚 貴久 日高 石原牧場 ４５４－ ４１：４２．０２ ２８．５�
８１６� イシノウォーニング 牝３栗 ５４ 柄崎 将寿�石田牧場 佐々木亜良 新冠 石田牧場 ４４８± ０ 〃 ハナ ３４４．７�
２３ ロスヴィータ 牝３栃栗５４ 浜中 俊岡 浩二氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４４４＋ ２１：４２．２１	 １７．８�
６１２� ドクトルカール 牝３栗 ５４

５３ ☆宮崎 北斗湯澤 寛氏 松永 康利 新冠 北星村田牧場 ４２６－ ９１：４２．８３	 １８０．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，０９０，３００円 複勝： ４０，６７４，２００円 枠連： ３３，７２０，２００円

普通馬連： １０７，５００，４００円 馬単： ６７，１０５，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，３８０，５００円

３連複： １１９，８８５，９００円 ３連単： １９６，０１７，９００円 計： ６３０，３７４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １５０円 � ３１０円 � ４００円 枠 連（１－８） １，２９０円

普通馬連 �� １，４８０円 馬 単 �� ２，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７８０円 �� ６５０円 �� ２，５４０円

３ 連 複 ��� ７，１６０円 ３ 連 単 ��� ３０，３６０円

票 数

単勝票数 計 ３００９０３ 的中 � ９００７６（１番人気）
複勝票数 計 ４０６７４２ 的中 � ９７１９５（１番人気）� ３０４７２（４番人気）� ２１９３５（６番人気）
枠連票数 計 ３３７２０２ 的中 （１－８） １９３４７（６番人気）
普通馬連票数 計１０７５００４ 的中 �� ５３６６２（３番人気）
馬単票数 計 ６７１０５１ 的中 �� １８６０５（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５３８０５ 的中 �� １１３６２（６番人気）�� １４０６７（４番人気）�� ３２４４（３３番人気）
３連複票数 計１１９８８５９ 的中 ��� １２３６２（１８番人気）
３連単票数 計１９６０１７９ 的中 ��� ４７６６（６９番人気）

ハロンタイム １２．４―１２．３―１２．４―１２．８―１２．９―１２．５―１２．０―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２４．７―３７．１―４９．９―１：０２．８―１：１５．３―１：２７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F５０．３―３F３７．４

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

勝馬の
紹 介

アンシェルブルー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００９．１２．２６ 中山２着

２００７．５．８生 牝３黒鹿 母 バードキャット 母母 Wield ３戦２勝 賞金 １４，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 ウインマリアベール号・スマイルプライズ号・ソルプリマベラ号・ディアコトミ号・ニーマルオトメ号・

フィールマイハート号・プリムール号
※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。



０５０２０ ２月２８日 晴 不良 （２２中山２）第２日 第８競走 ��
��２，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時００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 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

２：１０．１
２：１０．１

良

良

２４ ビンテージチャート 牡４栗 ５６ 戸崎 圭太 �キャロットファーム 上原 博之 早来 ノーザンファーム ５３８± ０２：２２．５ ３．４�
（大井）

５１０ レジームチェンジ 牡５鹿 ５７ 横山 典弘吉田 和美氏 鹿戸 雄一 早来 ノーザンファーム ４８０－ ２ 〃 ハナ ２．７�
１１ ネ コ パ ン チ 牡４黒鹿５６ 後藤 浩輝桐谷 茂氏 小林 常泰 浦河 大道牧場 ４８０＋２４２：２３．０３ ８．８�
３５ キングスチャペル 牡４鹿 ５６ 内田 博幸渡邊 隆氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４７０－ ８２：２３．４２� ２５．３�
５９ � アイティーバトル 牡５鹿 ５７

５４ ▲丸山 元気一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 平取 池田牧場 ４８６＋ ８２：２３．５クビ ８８．５�
１２ ピースオブラック 牝４鹿 ５４ 蛯名 正義�大川牧場 石毛 善彦 厚真 大川牧場 ４８６± ０ 〃 アタマ ６．７�
３６ クリノメダリスト 牝４栗 ５４

５１ ▲伊藤 工真栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４４０－ ２２：２３．６	 １４．７	
７１４ シルクタイタン 牡４黒鹿５６ 佐藤 哲三有限会社シルク古賀 慎明 日高 ヤナガワ牧場 ４５８－ ２２：２３．７クビ ３４．８

８１５� ギンザクイーンビー 牝４栗 ５４ 武 豊有馬 博文氏 小島 太 早来 ノーザンファーム ４５４－１０２：２３．８	 ３４．１�
４７ ハ イ ゲ ー ト 牡４鹿 ５６ 北村 宏司宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B５３２＋２４２：２３．９� ６２．９�
７１３ ベ イ ル リ 牝４鹿 ５４ 柴田 善臣西浦 和男氏 土田 稔 浦河 地興牧場 ４５４＋ ６２：２４．２１	 １５．１
６１１� リバーインバウンド 牝４栗 ５４ 西田雄一郎河越 武治氏 星野 忍 浦河 日向牧場 ４４２－ ２２：２４．３	 １９８．７�
４８ 
 コラデピーノ 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信松尾 正氏 嶋田 潤 米 Samuel

M. Smith ４５０＋ ８２：２４．４クビ ７６．９�
２３ ビーモブホープ 牝６栗 ５５ 江田 照男村上 芳明氏 中川 公成 新冠 飛渡牧場 ４０８－ ２ 〃 ハナ ３６．４�
６１２ フォージドスチール 牡４黒鹿５６ 黛 弘人�三登 佐藤 全弘 浦河 宮内牧場 ５１６＋１４ 〃 クビ ３１７．６�
８１６� ホーカーシーホーク 牡４黒鹿５６ 武士沢友治石川 幸司氏 保田 一隆 新ひだか 曾我 博 ４４０± ０２：２５．１４ ９０．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，５１０，２００円 複勝： ４２，５２２，７００円 枠連： ３２，５８９，７００円

普通馬連： １０９，６６３，８００円 馬単： ７６，２２７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，０４７，５００円

３連複： １２８，７４０，４００円 ３連単： ２３６，６５６，１００円 計： ６９５，９５８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １３０円 � １３０円 � ２５０円 枠 連（２－５） ３４０円

普通馬連 �� ３４０円 馬 単 �� ７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ６１０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� １，３８０円 ３ 連 単 ��� ５，５７０円

票 数

単勝票数 計 ３１５１０２ 的中 � ７４２４５（２番人気）
複勝票数 計 ４２５２２７ 的中 � １１１６２６（１番人気）� ９８０９５（２番人気）� ３０５４８（４番人気）
枠連票数 計 ３２５８９７ 的中 （２－５） ７２０８２（１番人気）
普通馬連票数 計１０９６６３８ 的中 �� ２３８７５０（１番人気）
馬単票数 計 ７６２２７８ 的中 �� ７７０５３（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８０４７５ 的中 �� ７１６６９（１番人気）�� １３０４７（６番人気）�� １３８７８（４番人気）
３連複票数 計１２８７４０４ 的中 ��� ６８９９６（２番人気）
３連単票数 計２３６６５６１ 的中 ��� ３１３６７（１１番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．７―１２．７―１３．６―１４．１―１３．８―１２．４―１２．５―１３．２―１２．９―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．３―２４．０―３６．７―５０．３―１：０４．４―１：１８．２―１：３０．６―１：４３．１―１：５６．３―２：０９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．９―３F３９．４
１
３
１６＝１－２，１１，１５，５，１２（４，１４）９（７，１３）（３，１０）６，８・（１６，１）＝２（１１，１５）（５，１０）１２，１３（４，８）１４（９，３，６，７）

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

勝馬の
紹 介

ビンテージチャート �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００９．２．２１ 東京３着

２００６．３．２３生 牡４栗 母 ピノシェット 母母 Pink Turtle ７戦２勝 賞金 １９，５００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ダッシュアキチャン号
（非抽選馬） １頭 リバーミラクル号
※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。



０５０２１ ２月２８日 晴 不良 （２２中山２）第２日 第９競走 ��
��２，５００�

い た こ

潮 来 特 別
発走１４時３５分 （芝・右）

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

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００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

２：２９．５
２：２９．５

良

良

６１１ マ ゼ ラ ン 牡５鹿 ５７ 武 豊 �キャロットファーム 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ５５０＋１８２：３９．６ ４．４�

３５ クロカンブッシュ 牝６鹿 ５５ 松岡 正海�橋 修身氏 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４４４＋ ２２：４１．４大差 ２８．６�
７１２ ジェイケイラン 牝４黒鹿５４ 北村 宏司小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム ４７６－ ４２：４１．８２� ４２．７�
１１ ウインスカイハイ 牡４青鹿５６ 中舘 英二�ウイン 山内 研二 新冠 カミイスタット ４６６－ ２２：４１．９クビ ７．０�
５９ アイティトップ 牡５鹿 ５７ 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４９６± ０２：４２．１１� １５．６�
３４ トーセンゴライアス 牡６芦 ５７ 蛯名 正義島川 	哉氏 萱野 浩二 千歳 社台ファーム ５５８＋ ６ 〃 アタマ ２．７

２２ 	 インベストホープ 牡６鹿 ５７ 石橋 脩水谷 精吾氏 伊藤 伸一 新冠 北星村田牧場 ４９４＋ ４２：４２．２クビ ４２．２�
７１３ ミ ヤ ビ ベ ガ 牡５黒鹿５７ 木幡 初広村上 義勝氏 戸田 博文 静内 原 武久 ４５８± ０２：４２．７３ １０．７�
６１０	 ベストオーカン 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥中村 泰三氏 藤原 辰雄 門別 沖田牧場 B４８６± ０２：４２．８クビ ２１．９
２３ 	 ナムラビスマルク 牡６栗 ５７ 後藤 浩輝ディアレスト 佐々木亜良 門別 いとう牧場 ４８４＋ ２２：４２．９� ５７．４�
８１４ ヴィーヴァミラコロ 牡４栗 ５６ 戸崎 圭太芹澤 精一氏 田中 清隆 静内 カントリー牧場 ４８０＋ ８２：４３．１１� ７．６�

（大井）

４７ ベルグミサイル 牡６芦 ５７ 武士沢友治山田 五月氏 保田 一隆 静内 グランド牧場 ４９６＋ ２ 〃 ハナ ３３．４�
４６ マスラタケヲ 牡９栗 ５７ 伊藤 工真井口 莞爾氏 浅野洋一郎 鵡川 上水牧場 ４８０＋ ４２：４５．６大差 ２５８．６�
５８ マルラニビスティー 牝４鹿 ５４ 勝浦 正樹備前島敏子氏 伊藤 大士 早来 ノーザンファーム ４４８＋１２２：４９．４大差 ２７．６�
８１５ リネンホーク 
５栗 ５７ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 三石 嶋田牧場 ４７８－ ４２：５２．２大差 ２２１．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３５，８３２，５００円 複勝： ５３，４４０，１００円 枠連： ３８，０２５，５００円

普通馬連： １６３，４６１，０００円 馬単： ９７，１７０，２００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，３１６，０００円

３連複： １８６，６４３，３００円 ３連単： ３４３，６４９，７００円 計： ９６７，５３８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � ２３０円 � ７２０円 � ９５０円 枠 連（３－６） ４９０円

普通馬連 �� ６，２１０円 馬 単 �� ７，５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１４０円 �� ３，１５０円 �� ７，２００円

３ 連 複 ��� ５７，６９０円 ３ 連 単 ��� １８４，１８０円

票 数

単勝票数 計 ３５８３２５ 的中 � ６５５８５（２番人気）
複勝票数 計 ５３４４０１ 的中 � ７７００８（２番人気）� １７７８０（９番人気）� １３０５９（１１番人気）
枠連票数 計 ３８０２５５ 的中 （３－６） ５７６９７（１番人気）
普通馬連票数 計１６３４６１０ 的中 �� １９４４８（２０番人気）
馬単票数 計 ９７１７０２ 的中 �� ９５６４（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９３１６０ 的中 �� ５７５９（２３番人気）�� ３８６４（３７番人気）�� １６６４（６２番人気）
３連複票数 計１８６６４３３ 的中 ��� ２３８８（１３１番人気）
３連単票数 計３４３６４９７ 的中 ��� １３７７（５０２番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．９―１２．０―１２．５―１２．９―１３．７―１３．７―１３．２―１２．８―１２．５―１２．３―１２．１―１３．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
６．９―１８．８―３０．８―４３．３―５６．２―１：０９．９―１：２３．６―１：３６．８―１：４９．６―２：０２．１―２：１４．４―２：２６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F５０．０―３F３７．５
１
�
１１（８，１５）（１，９）（４，１４）－（５，７）－１２－（２，１３）－１０，６－３
１１（１，９）（５，１４，４）（１２，１３）－（８，７）２－１０－（６，１５，３）

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

勝馬の
紹 介

マ ゼ ラ ン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Potrillazo デビュー ２００７．１２．２２ 阪神５着

２００５．２．３生 牡５鹿 母 ポトリザリス 母母 Chaldee １０戦４勝 賞金 ４８，９４４，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マスラタケヲ号・マルラニビスティー号・リネンホーク号は，平成２２年３月３１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。



０５０２２ ２月２８日 晴 不良 （２２中山２）第２日 第１０競走 ��
��１，８００�

りょうごく

両国ステークス
発走１５時１０分 （ダート・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 ２８７，０００円 ８２，０００円 ４１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

５６ アルトップラン 牡５栗 ５７ 武 豊�エーティー 矢作 芳人 静内 千代田牧場 ４９４－ ６１：５１．１ ４．７�

７１０ スタッドジェルラン 牡４栗 ５６ 佐藤 哲三久保 博文氏 安田 隆行 三石 鳥井牧場 ４８６－ ６１：５１．６３ ３．９�
６８ � エアマックール 牡５黒鹿５７ 戸崎 圭太 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 米 Winches-

ter Farm ４８６－ ２１：５１．９１� ９．３�
（大井）

８１３ ディアプリンシパル 牡５青 ５７ 蛯名 正義寺田千代乃氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ４７４－ ２１：５２．０	 １１．６�
５７ キングバンブー 牡４鹿 ５６ 中舘 英二後藤 繁樹氏 鮫島 一歩 浦河 バンブー牧場 ５００－ ２１：５２．１	 ７７．２�
３３ 
 サクラロミオ 牡５鹿 ５７ 田中 博康�さくらコマース羽月 友彦 静内 新和牧場 ４９６－ ６ 〃 クビ ４．０	
２２ ワーキングウーマン 牝６黒鹿５５ 田中 勝春 �サンデーレーシング 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５４－ ８１：５２．５２	 ９３．８

７１１ ケイジージュニアー 牡５青鹿５７ 伊藤 直人鹿倉 勝�氏 斎藤 誠 新冠 つつみ牧場 B５００＋ ２ 〃 アタマ ３８．０�
１１ 
 シャーペンエッジ 牝４鹿 ５４ 松岡 正海 �サンデーレーシング 吉田 直弘 早来 ノーザンファーム ４６０± ０１：５２．６	 ７．４�
４５ 
 ダ イ バ ク フ 牡５鹿 ５７ 田面木博公柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 門別 富川牧場 ４６８－ ２１：５２．７クビ ５６．４
８１２ ラ タ ー シ ュ 牡４栗 ５６ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ５０４＋ ８１：５３．０１� １２．２�
４４ アコニットライアン 牡５青鹿５７ 勝浦 正樹渡邉 光典氏 服部 利之 静内 大典牧場 ４７６－ ６１：５３．７４ ２３．７�
６９ ノワールシチー 牡６栗 ５７ 木幡 初広 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 静内 出羽牧場 B５０２± ０１：５４．０１� ４４．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ５１，３５４，０００円 複勝： ７６，４８３，９００円 枠連： ４７，０３２，５００円

普通馬連： ２１８，０５２，７００円 馬単： １２６，０３８，０００円 ワイド【拡大馬連】： ６２，１６５，７００円

３連複： ２３４，４８３，１００円 ３連単： ４５５，０３０，４００円 計： １，２７０，６４０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １６０円 � １６０円 � ２４０円 枠 連（５－７） ８１０円

普通馬連 �� ９５０円 馬 単 �� ２，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� ７３０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ２，５９０円 ３ 連 単 ��� １２，５６０円

票 数

単勝票数 計 ５１３５４０ 的中 � ８６４７１（３番人気）
複勝票数 計 ７６４８３９ 的中 � １３６０７０（３番人気）� １３６７７０（２番人気）� ７２４５９（４番人気）
枠連票数 計 ４７０３２５ 的中 （５－７） ４２９２５（１番人気）
普通馬連票数 計２１８０５２７ 的中 �� １７０４５６（３番人気）
馬単票数 計１２６０３８０ 的中 �� ４６７３１（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６２１６５７ 的中 �� ４３５０８（２番人気）�� ２０１６４（９番人気）�� ２４７９３（４番人気）
３連複票数 計２３４４８３１ 的中 ��� ６６８４８（４番人気）
３連単票数 計４５５０３０４ 的中 ��� ２６７４５（１７番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１２．３―１２．５―１２．１―１２．２―１２．７―１２．３―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．１―３６．４―４８．９―１：０１．０―１：１３．２―１：２５．９―１：３８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．１―３F３７．９
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

アルトップラン �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２００８．２．１０ 京都３着

２００５．４．１１生 牡５栗 母 ロマンスプレゼント 母母 ビューチフルロマン １８戦５勝 賞金 ７４，９８０，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０５０２３ ２月２８日 晴 不良 （２２中山２）第２日 第１１競走 ��
��１，８００�第８４回中 山 記 念（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （芝・右）
４歳以上；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減，２１．２．２８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，２１．２．２７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）

千葉県知事賞（１着）
賞 品

本 賞 ６４，０００，０００円 ２６，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，６００，０００円 ６，４００，０００円
付 加 賞 １，１４８，０００円 ３２８，０００円 １６４，０００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

１：４４．９
１：４４．１

良

良

２３ トーセンクラウン 牡６鹿 ５７ 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 三石 山際牧場 ４７４－ ２１：５１．７ ３６．４�

３５ テイエムアンコール 牡６芦 ５７ 浜中 俊竹園 正繼氏 柴田 政見 三石 坂本牧場 ４６６－１２１：５２．５５ ２６．７�
５１０ ショウワモダン 牡６鹿 ５７ 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５３８＋ ８ 〃 クビ １７．５�
２４ セイクリッドバレー 牡４栗 ５６ 三浦 皇成吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム ４８８＋ ８ 〃 ハナ ２１．６�
５９ ドリームサンデー 牡６青 ５７ 戸崎 圭太ロイヤルファーム� 池江 泰郎 千歳 ロイヤルファーム ５０２－ ４１：５２．６� １９．８�

（大井）

７１４ シャドウゲイト 牡８黒鹿５８ 横山 典弘飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５０２－ ２１：５２．８１� ４．４	
１１ キングストリート 牡４鹿 ５６ 武 豊後藤 繁樹氏 池江 泰郎 新ひだか タイヘイ牧場 ４８２± ０１：５３．０１� ３．２

４８ ダンスインザモア 牡８黒鹿５７ 松岡 正海木浪 巖氏 相沢 郁 静内 西川富岡牧場 ５１４＋ ６１：５３．１	 ２２．７�
４７ 
 ライブコンサート �６黒鹿５７ 内田 博幸グリーンフィールズ� 白井 寿昭 愛 Mrs J.

Chandris ４８０＋ ４１：５３．３１� ２６．７
６１１ アブソリュート 牡６黒鹿５７ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４７４± ０１：５３．４� ５．７�
６１２
 マイネルシュピール 牡７黒鹿５７ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 英 Mrs S. F.
Dibben ５３４－ ４１：５３．７２ １５６．６�

８１６ トウショウウェイヴ 牡５黒鹿５７ 中舘 英二トウショウ産業� 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 B４７４－ ４１：５３．８	 ２４．６�

３６ サニーサンデー 牡４栗 ５６ 佐藤 哲三宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下
ファーム ４８６＋ ２１：５４．３３ ８．３�

８１５ キングストレイル 牡８黒鹿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 ５０６＋ ８１：５６．５大差 ６４．３�
１２ � モエレビクトリー 牡４黒鹿５６ 的場 勇人西森 鶴氏 的場 均 新ひだか 中村 和夫 ５１０＋ ２１：５７．４５ ２０．８�
７１３ マイネルグラシュー 牡６鹿 ５７ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 浦河 �桁牧場 ５０８＋ ４１：５７．８２� １２０．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６５，２９１，３００円 複勝： ２０７，３６０，４００円 枠連： １９５，２４５，６００円

普通馬連： ９７２，０３１，２００円 馬単： ４９８，４８７，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２３８，４１２，１００円

３連複： １，１６６，７５９，９００円 ３連単： ２，１９７，７３５，３００円 計： ５，６４１，３２３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，６４０円 複 勝 � ７２０円 � ５７０円 � ５６０円 枠 連（２－３） ３，３９０円

普通馬連 �� １８，０８０円 馬 単 �� ４０，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，４７０円 �� ４，１４０円 �� ４，３４０円

３ 連 複 ��� ６６，１６０円 ３ 連 単 ��� ５３４，９４０円

票 数

単勝票数 計１６５２９１３ 的中 � ３５８１３（１３番人気）
複勝票数 計２０７３６０４ 的中 � ７４３６７（１１番人気）� ９７７２９（７番人気）� ９９９２０（６番人気）
枠連票数 計１９５２４５６ 的中 （２－３） ４２６２６（１８番人気）
普通馬連票数 計９７２０３１２ 的中 �� ３９６８２（５５番人気）
馬単票数 計４９８４８７５ 的中 �� ９０１５（１１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２３８４１２１ 的中 �� １６９６０（４５番人気）�� １４１７８（５３番人気）�� １３５２０（５８番人気）
３連複票数 計１１６６７５９９ 的中 ��� １３０１６（２１２番人気）
３連単票数 計２１９７７３５３ 的中 ��� ３０３２（１３５０番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．７―１２．３―１２．２―１２．１―１２．６―１２．６―１２．８―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．３―３６．６―４８．８―１：００．９―１：１３．５―１：２６．１―１：３８．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．８―３F３８．２
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンクラウン �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００６．８．１３ 札幌６着

２００４．４．１６生 牡６鹿 母 サンデーブレーヴ 母母 ペニーアップ ３９戦６勝 賞金 １８５，５４８，０００円
〔制裁〕 トーセンクラウン号の騎手江田照男は，向正面で十分な間隔がないのに先行馬を内側から追い抜いたことについて過怠金

７０，０００円。（４番への進路影響）
トーセンクラウン号の騎手江田照男は，３コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を内側から追い抜いたことについて過怠
金１０，０００円。（１２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 ケイアイライジン号・ゴスホークケン号・ボランタス号
※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。



０５０２４ ２月２８日 晴 不良 （２２中山２）第２日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時２０分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

８１６ モアザンスマート 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 B４７０－ ８１：１０．３ ２９．８�

１２ � エビスオール 牝５青鹿５５ 戸崎 圭太加藤友三郎氏 加藤 征弘 米 Bourbon
Oaks Farm B４９８＋２０ 〃 クビ ２２．２�

（大井）

５９ チャンピオンラブ 牡４青鹿５７ 菊沢 隆徳坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 川上 悦夫 ４８０－ ４１：１０．５１� ４．０�
４７ リ ュ ウ メ イ 牝５鹿 ５５ 石橋 脩福井 章哉氏 清水 英克 森 笹川大晃牧場 ４６４－１０１：１０．８１	 ７７．０�
２４ トムアウトランダー 牡５栗 ５７ 蛯名 正義庄野 昭彦氏 佐藤 吉勝 門別 庄野牧場 B５０６± ０ 〃 クビ ６．８�
７１３� エイシンアマデウス 牡４黒鹿５７ 横山 典弘平井 豊光氏 久保田貴士 米 John J Carey ５０２± ０１：１０．９
 ２．３�
５１０ タマニューホープ 牡４鹿 ５７ 松岡 正海玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４６４± ０１：１１．０	 ２７．５	
６１２ テイエムゲンキボ 牡６黒鹿５７ 武士沢友治竹園 正繼氏 中野渡清一 静内 岡田 猛 ５０２－ ４１：１１．１クビ ９８．０

２３ �� アグネスフラッシュ 牡５栗 ５７ 武 豊渡辺 孝男氏 森 秀行 豪 Mr SB

Seamer ４９８＋ ４ 〃 クビ ２７．１�
７１４ オープンザゲート 牡６鹿 ５７ 田中 勝春�樽さゆり氏 田村 康仁 新冠 松浦牧場 ４８２＋ ８１：１１．２
 １２５．９�
４８ ショウナンダンク 牡４芦 ５７ 柴田 善臣�湘南 伊藤 大士 静内 神垣 道弘 ５０２＋ ８１：１１．４１� １５．５
６１１ シャーズブルー 牡４鹿 ５７ 中舘 英二�谷川牧場 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 B５４０＋ ６ 〃 アタマ ２０．６�
３５ ヤマニンプロローグ 牝６栗 ５５ 村田 一誠土井 肇氏 佐々木亜良 新冠 錦岡牧場 B５０８－１０１：１１．６１ ２０４．４�
１１ ツウカイヤスナム 牝５鹿 ５５ 木幡 初広木村 直樹氏 天間 昭一 三石 萩澤 泰博 B４９２－ ６ 〃 ハナ ８．２�
３６ エーピーレジェンド 牡７栗 ５７

５４ ▲丸山 元気一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 門別 山際 辰夫 ４６２－ ２ 〃 ハナ ３８１．１�
８１５ キューバンエイト 牡４鹿 ５７ 北村 宏司 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４７８－ ２１：１２．０２
 ２０３．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７７，４２４，７００円 複勝： ９５，４１１，７００円 枠連： ７１，２５８，７００円

普通馬連： ２６５，０５２，４００円 馬単： １６７，５３７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ８１，７２２，０００円

３連複： ３０２，６３４，０００円 ３連単： ６５６，４７７，５００円 計： １，７１７，５１８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，９８０円 複 勝 � ５８０円 � ５４０円 � １９０円 枠 連（１－８） ５，２２０円

普通馬連 �� ２２，４１０円 馬 単 �� ４４，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，２８０円 �� １，５６０円 �� １，２６０円

３ 連 複 ��� ２４，１５０円 ３ 連 単 ��� ２６０，０６０円

票 数

単勝票数 計 ７７４２４７ 的中 � ２０４７４（１０番人気）
複勝票数 計 ９５４１１７ 的中 � ３７５７２（８番人気）� ４０７４５（７番人気）� １７１２２６（２番人気）
枠連票数 計 ７１２５８７ 的中 （１－８） １００８３（１８番人気）
普通馬連票数 計２６５０５２４ 的中 �� ８７３０（４４番人気）
馬単票数 計１６７５３７６ 的中 �� ２８０２（８８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８１７２２０ 的中 �� ３７０８（４７番人気）�� １３０２２（１８番人気）�� １６３４２（１４番人気）
３連複票数 計３０２６３４０ 的中 ��� ９２５１（７２番人気）
３連単票数 計６５６４７７５ 的中 ��� １８６３（５８９番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．２―１０．８―１１．６―１２．０―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．４―３３．２―４４．８―５６．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．９―３F３７．１
３ ・（１，２，１６）９，４－（６，１５）（１４，１３）－（７，１１）３－（５，１２，８）＝１０ ４ ・（２，１６）（１，９）４－（６，１４）（１３，１５）７，１１，３（５，１２，８）－１０

勝馬の
紹 介

モアザンスマート �
�
父 スマートボーイ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００８．８．２３ 札幌４着

２００６．４．２０生 牡４鹿 母 マイベッピン 母母 アイアイサー １６戦３勝 賞金 ３４，２３０，０００円
〔発走状況〕 タマニューホープ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 ケイアイダイオウ号
※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。



（２２中山２）第２日 ２月２８日（日曜日） 雨後曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

不良
不良

競走回数 １２回 出走頭数 １８３頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２９６，４５０，０００円
８，５２０，０００円
２２，４２０，０００円
２，５６０，０００円
２９，９３０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６４，９３５，０００円
５，０３０，０００円
１，８１１，７００円

勝馬投票券売得金
５４８，９０１，９００円
７６５，１０２，８００円
５６４，８１２，３００円
２，２９２，２３０，５００円
１，３７１，２３２，２００円
６８２，４０９，３００円
２，７０２，３７０，９００円
５，００５，４７７，０００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 １３，９３２，５３６，９００円

総入場人員 ２６，３５４名 （有料入場人員 ２３，４１３名）




