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０００１３ １月８日 晴 良 （２３中山１）第２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 バトルデーオ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春宮川 秋信氏 和田正一郎 登別 登別上水牧場 ４２４＋ ２１：１３．４ ３．７�

３５ ヨ ア ケ 牡３黒鹿５６ 的場 勇人 �高木競走馬育成牧場 牧 光二 新ひだか 高橋 誠次 ４８８＋１６１：１３．７１� ４．３�
４８ マイネスウィート 牝３鹿 ５４ A．クラストゥス �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 ４６６＋ ４１：１３．９１� １１．０�

（仏）

６１１ ウインドワード 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝インターナシヨナル
ホース� 浅野洋一郎 日高 インターナショ

ナル牧場 ４１６＋１０ 〃 クビ １０．０�
３６ フルフーテル 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成�萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 ４２６＋ ２ 〃 ハナ ４．１�
７１４ マイネルクローバー 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鈴木 伸尋 青森 イズモリファーム ４８８± ０１：１４．１１� ６．９	
６１２ サクラメアリ 牝３栃栗５４ 石橋 脩�さくらコマース伊藤 圭三 新冠 川上 悦夫 ４５２± ０１：１４．２� ５７．４

７１３ ラショウモン 牡３鹿 ５６ 津村 明秀福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 B４７２＋１０１：１４．５１� １４．３�
１１ トートホットライン 牡３黒鹿５６ 武士沢友治苅部康太郎氏 鈴木 勝美 新ひだか 原口牧場 ４４２－ ２１：１４．７� １９１．４�
１２ マッテマシタ 牡３栗 ５６

５３ ▲小野寺祐太丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム ４８０＋ ２１：１４．８� ４７．１
２３ クラウンポインター 牝３黒鹿５４ 中舘 英二矢野 悦三氏 菊川 正達 日高 日高大洋牧場 ４５２－ ８１：１５．４３� ２４．０�
８１５ タツフレンチ 牡３栗 ５６

５３ ▲平野 優鈴木 昭作氏 根本 康広 浦河 鮫川牧場 ４８４＋１２１：１５．５� １６５．３�
５１０ ナンシービート 牝３鹿 ５４

５２ △伊藤 工真門野 重雄氏 南田美知雄 新ひだか 原口牧場 ４４６－ ４ 〃 アタマ ４０２．６�
２４ タケデンイエロー �３栗 ５６ 大庭 和弥武市 弘氏 石栗 龍彦 浦河 安藤牧場 ４５６－ ２１：１５．６� １７１．９�
５９ クリスタルブローチ 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎�イクタ 天間 昭一 新冠 村本牧場 ４３４－ ２１：１５．９１� ３７４．１�
４７ リサーチアゲン 牡３鹿 ５６ 江田 照男浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 川越牧場 ４８６＋１８１：１６．７５ ２８１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，７６３，１００円 複勝： ２６，６５３，８００円 枠連： １５，１７１，３００円

普通馬連： ４９，４０９，０００円 馬単： ３２，６９５，０００円 ワイド【拡大馬連】： １９，７４９，１００円

３連複： ６８，２７５，９００円 ３連単： ９９，２７２，４００円 計： ３２５，９８９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １５０円 � １８０円 � ３００円 枠 連（３－８） ３９０円

普通馬連 �� ９３０円 馬 単 �� １，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ６３０円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� ２，７７０円 ３ 連 単 ��� １３，２５０円

票 数

単勝票数 計 １４７６３１ 的中 � ３１５０５（１番人気）
複勝票数 計 ２６６５３８ 的中 � ５９８７７（１番人気）� ３９９８３（３番人気）� １８５９８（５番人気）
枠連票数 計 １５１７１３ 的中 （３－８） ２９３１５（１番人気）
普通馬連票数 計 ４９４０９０ 的中 �� ３９５０９（２番人気）
馬単票数 計 ３２６９５０ 的中 �� １３３１９（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９７４９１ 的中 �� １３６８４（３番人気）�� ７６５３（８番人気）�� ５７６０（１１番人気）
３連複票数 計 ６８２７５９ 的中 ��� １８１９３（９番人気）
３連単票数 計 ９９２７２４ 的中 ��� ５５３１（３０番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１１．６―１２．６―１２．８―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．１―３４．７―４７．３―１：００．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バトルデーオ �
�
父 アドマイヤドン �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１０．１２．５ 中山４着

２００８．４．１２生 牡３鹿 母 ヒカルデートライン 母母 ヒカルトルネード ３戦１勝 賞金 ６，８５０，０００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。
（非抽選馬） ６頭 ウッディー号・クリスタルロック号・ツルギレンゾク号・トミケンアグード号・フィールザスカイ号・ボウシュ号
※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。

０００１４ １月８日 晴 良 （２３中山１）第２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）

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

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

５１０ シンクオブミー 牝３鹿 ５４ 吉田 豊島田 久氏 尾関 知人 日高 坂 牧場 ４４８＋ ６１：５５．８ ７５．２�

１２ プリンセスキナウ 牝３鹿 ５４ A．クラストゥス 井上 一郎氏 大江原 哲 新ひだか 佐竹 学 ４７４＋２６１：５６．３３ ３３．３�
（仏）

３６ マイネロードナイト 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 矢野 英一 新冠 コスモヴューファーム B４６４＋ ６１：５６．７２� ７．４�

４７ ショウナンガーデン 牝３鹿 ５４ 内田 博幸国本 哲秀氏 上原 博之 浦河 桑田牧場 ４３４＋ ４１：５６．８� ３．５�
８１６ キングダンサー 牝３鹿 ５４ 中舘 英二菅原 光博氏 田村 康仁 新ひだか 沖田 哲夫 ４６２＋ ８ 〃 クビ ５．１�
７１３ トーセンティアラ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信島川 �哉氏 秋山 雅一 新ひだか 乾 皆雄 ４６２－ ２１：５６．９クビ ４．５	
４８ ホワイトアッシュ 牝３芦 ５４ 柴田 善臣布施 光章氏 高橋 祥泰 新ひだか グランド牧場 ４４２± ０１：５７．６４ ８．３

１１ ナンヨールージュ 牝３栗 ５４ 蛯名 正義中村 �也氏 伊藤 圭三 浦河 富田牧場 ４４４＋ ４１：５７．７クビ １１．９�
２３ オーバーザレインボ 牝３黒鹿５４ 木幡 初広橋本 忠雄氏 柴田 政人 浦河 駿河牧場 ４７８± ０ 〃 ハナ ３１．８�
８１５ メ メ エ ナ ン 牝３黒鹿５４ 岩部 純二本谷 惠氏 萱野 浩二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６８－ ６１：５７．９１ ４４．２
６１１ ダンスビューティ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春吉田 和子氏 戸田 博文 浦河 鎌田 正嗣 ４４０－１４１：５８．３２� ６５．８�
３５ スナークスマイル 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一杉本仙次郎氏 清水 英克 日高 浜本牧場 ４８８＋ ６１：５８．５１� １２．０�
２４ ラルガヴィータ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成ディアレスト 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４３８＋１６１：５８．８１� ２１１．３�
５９ アプローチライト 牝３青 ５４ 宮崎 北斗�下河辺牧場 矢野 英一 日高 下河辺牧場 ４４２－１０２：００．３９ ３９０．０�
６１２ カムアップローズ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹高橋 文男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４１４＋ ４２：００．９３� １６６．４�
７１４ ティーケイラビット 牝３鹿 ５４ 江田 照男喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４６６＋ ２２：０１．１１� １３８．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，９７３，６００円 複勝： ３３，７１６，０００円 枠連： １８，２３４，２００円

普通馬連： ５６，７９１，６００円 馬単： ３６，３３１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，９１３，０００円

３連複： ７２，８６２，３００円 ３連単： １０７，１５４，６００円 計： ３６５，９７７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７，５２０円 複 勝 � １，１１０円 � ９３０円 � ２４０円 枠 連（１－５） １８，３９０円

普通馬連 �� ８５，８９０円 馬 単 �� １８４，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１，１８０円 �� ３，９６０円 �� ４，０８０円

３ 連 複 ��� １４５，７３０円 ３ 連 単 ��� １，７５７，３４０円

票 数

単勝票数 計 １６９７３６ 的中 � １７７９（１２番人気）
複勝票数 計 ３３７１６０ 的中 � ７１１１（１０番人気）� ８５９６（８番人気）� ４５１４３（３番人気）
枠連票数 計 １８２３４２ 的中 （１－５） ７３２（２８番人気）
普通馬連票数 計 ５６７９１６ 的中 �� ４８８（７５番人気）
馬単票数 計 ３６３３１８ 的中 �� １４５（１５７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３９１３０ 的中 �� ２７５（７９番人気）�� １４９５（３６番人気）�� １４５０（３７番人気）
３連複票数 計 ７２８６２３ 的中 ��� ３６９（１９９番人気）
３連単票数 計１０７１５４６ 的中 ��� ４５（１５６３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．２―３７．１―５０．５―１：０３．４―１：１６．３―１：２９．５―１：４２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．４―３F３９．５
１
３

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

勝馬の
紹 介

シンクオブミー �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 ノーリユート デビュー ２０１０．１１．７ 東京１２着

２００８．５．５生 牝３鹿 母 バーニングアップ 母母 キタノヒデコ ４戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カムアップローズ号は，平成２３年２月８日まで平地競走に出走できない。

ティーケイラビット号は，平成２３年３月８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） ６頭 カトルズグリーン号・ショウナンサージュ号・ニットウミューズ号・プレシャスマリン号・ミスモトヒメサン号・

ミヤビアザーレ号
（非抽選馬） １頭 アールアラモード号
※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。

第１回　中山競馬　第２日



０００１５ １月８日 晴 良 （２３中山１）第２日 第３競走 ��１，８００�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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

４７ ビッグギャンブラー 牡３栗 ５６ 内田 博幸坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 川上牧場 ５１８＋ ８１：５６．７ ６．１�

６１２ リンガスクリフ 牡３栗 ５６ 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 ５０２＋ ２１：５６．９１� １．５�
６１１ シンワコクオウ 牡３青鹿５６ 北村 宏司若尾 昭一氏 田村 康仁 むかわ 安田 幸子 ４４２－ ４１：５７．１１� １８．７�
８１５ マイネルソラーナ 牡３栗 ５６ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４４８± ０１：５７．２クビ ４５．３�
３５ アカウンタビリティ 牡３黒鹿５６ 横山 典弘池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 浦河 山田 昇史 ４９６＋ ４１：５７．３� ２９．３�
３６ ベストオブケン 牡３黒鹿５６ 吉田 豊中西 健造氏 清水 英克 新冠 川上牧場 ４７４＋ ２１：５７．４� ８．９�
１１ シャンドゥリエ 牡３芦 ５６ 田中 勝春 	社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４４４＋ ８ 〃 クビ ３４．４

１２ ラブバーボン 牝３鹿 ５４

５２ △伊藤 工真阿部 紀子氏 清水 利章 浦河 林 孝輝 ４４０－ ４１：５７．６１� １５３．８�
５１０ ミスターロックマン 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義岡 浩二氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４４０± ０１：５７．９１� １８．４�
５９ ケイアイアレス 牡３栗 ５６ 江田 照男 �啓愛義肢材料販売所 奥平 雅士 新冠 村上 雅規 B４７８－ ８１：５８．５３� １６３．４
２４ ハリケーンタマ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一松田 整二氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４７６－ ２１：５８．６� １３１．７�
７１４ アラビアンザサン 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新ひだか 大城 康伸 ４７０± ０１：５９．３４ ２８．１�
７１３ ギャロップタイム 牡３栗 ５６ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 美波 新ひだか 三木田 明仁 ４６４＋ ８１：５９．７２� ２４７．０�
２３ コスモバラマン 牡３鹿 ５６ 津村 明秀 	ビッグレッドファーム 相沢 郁 新冠 守矢牧場 B４７４± ０１：５９．９１� ６０．３�
８１６ イーストエンド 牡３栗 ５６

５３ ▲小野寺祐太山上 和良氏 菊川 正達 新ひだか 斉藤スタッド ４６６＋ ２２：０１．４９ １１２．７�
４８ マドラスシチー 牡３黒鹿５６ 大庭 和弥 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 新ひだか 出羽牧場 ４７６－ ６２：０１．７２ ４３６．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，３１４，８００円 複勝： ７９，５８７，１００円 枠連： １９，１８３，６００円

普通馬連： ６３，０６３，３００円 馬単： ５２，１１４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，０００，６００円

３連複： ８５，６４６，２００円 ３連単： １５１，１３２，９００円 計： ５０５，０４２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � ３５０円 枠 連（４－６） ３５０円

普通馬連 �� ３８０円 馬 単 �� １，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� １，０３０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� １，２４０円 ３ 連 単 ��� ８，３３０円

票 数

単勝票数 計 ２４３１４８ 的中 � ３１８２８（２番人気）
複勝票数 計 ７９５８７１ 的中 � ７３５４６（２番人気）� ５１４３１５（１番人気）� ２１９２７（６番人気）
枠連票数 計 １９１８３６ 的中 （４－６） ４１３９０（１番人気）
普通馬連票数 計 ６３０６３３ 的中 �� １２４２１８（１番人気）
馬単票数 計 ５２１１４３ 的中 �� ３１２１０（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３００００６ 的中 �� ４３２９２（１番人気）�� ６０６２（１３番人気）�� １７１０４（３番人気）
３連複票数 計 ８５６４６２ 的中 ��� ５１０９６（２番人気）
３連単票数 計１５１１３２９ 的中 ��� １３３９３（２０番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．７―１２．９―１３．８―１３．６―１３．０―１２．６―１２．８―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．３―３７．２―５１．０―１：０４．６―１：１７．６―１：３０．２―１：４３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．１―３F３９．１
１
３
７（１１，１５）（５，６）（９，１６）（２，８，１２，１４）（１，１３）３－１０－４・（７，１１，１０）１５（５，６，１２）（９，１６）（２，３）（８，１３）１（４，１４）

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

勝馬の
紹 介

ビッグギャンブラー �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 ロイヤルアカデミーⅡ デビュー ２０１０．８．２２ 新潟１０着

２００８．５．１６生 牡３栗 母 ファームカレッジ 母母 モガミソロン ５戦１勝 賞金 ９，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ６頭 アイティゴールド号・イキナヤツ号・エミリアビスティー号・クレバージブラル号・ストロングレグナム号・

ブラウンスキー号

０００１６ １月８日 晴 良 （２３中山１）第２日 第４競走 ��１，２００�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 ６，５００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 ９８０，０００円 ６５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

１２ コ ン ノ ー ト 牡３鹿 ５６ 内田 博幸浜野順之助氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム ４８４ ―１：１３．１ ５．４�

３５ アルベルティ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣 H.R.H．プリンセス・ハヤ 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ５１２ ―１：１３．３１� ３．１�

５９ トミケンジェラーチ 牡３黒鹿５６ 吉田 豊冨樫 賢二氏 加藤 和宏 新ひだか 飯岡牧場 ４３８ ―１：１３．６２ ３０．６�
４８ ケージーハヤテ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義川井 五郎氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 ５０６ ―１：１４．１３ ４．５�
５１０ サンタンジェロ 牝３黒鹿５４ 中舘 英二村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４５４ ―１：１４．２� ５．２�
２４ ダ イ ゴ ロ ー 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 三石川上牧場 ５２２ ―１：１４．３� ７７．３�
２３ ノボスカイブルー 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ４８６ ―１：１４．５１� ８．６	
６１１ キングメーカー 牡３鹿 ５６

５４ △伊藤 工真吉田 勝己氏 古賀 史生 安平 ノーザンファーム ４８０ ―１：１４．７１� ５７．３

４７ シャドウシューター 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人飯塚 知一氏 久保田貴士 平取 坂東牧場 ４４８ ―１：１５．５５ ３０．９�
７１４ グラスフェアー 牡３栗 ５６ 西田雄一郎半沢� 境 征勝 日高 ヤナガワ牧場 ４３８ ― 〃 ハナ ３７２．０
１１ テンジンテンニョ 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優�テンジン 矢野 照正 新ひだか 三石橋本牧場 ４３６ ―１：１５．８１� １６．７�
８１６ サンマルファイア 牡３鹿 ５６ 小林 淳一相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４９２ ― 〃 アタマ ６３．３�
７１３ タニオブダイヤ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司谷 研司氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４９６ ―１：１５．９� ４３．９�
３６ モ チ ヅ キ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治中村 政勝氏 本間 忍 新ひだか 畠山牧場 ４７６ ―１：１６．０� １８３．８�
６１２ トウショウトレロ 牡３鹿 ５６ 木幡 初広トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５０８ ―１：１６．４２� ２０５．３�
８１５ スーパーカフェ 牡３鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太福島 実氏 嶋田 功 新冠 片倉 拓司 ５０２ ―１：１６．８２� １０２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，８４３，２００円 複勝： ３０，６６４，８００円 枠連： １９，３５８，９００円

普通馬連： ５３，９２１，１００円 馬単： ３６，９８１，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，１１６，７００円

３連複： ６３，７３５，０００円 ３連単： ９８，５８６，１００円 計： ３４２，２０７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � ２００円 � １６０円 � ５４０円 枠 連（１－３） ６３０円

普通馬連 �� ９３０円 馬 単 �� ２，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� １，９５０円 �� １，３００円

３ 連 複 ��� ６，５８０円 ３ 連 単 ��� ３０，８１０円

票 数

単勝票数 計 １７８４３２ 的中 � ２６１９５（４番人気）
複勝票数 計 ３０６６４８ 的中 � ４２９２８（４番人気）� ６６３５９（１番人気）� １１０７５（８番人気）
枠連票数 計 １９３５８９ 的中 （１－３） ２２７１３（１番人気）
普通馬連票数 計 ５３９２１１ 的中 �� ４３０４８（３番人気）
馬単票数 計 ３６９８１６ 的中 �� １３０２３（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１１１６７ 的中 �� １３００９（３番人気）�� ２５２８（２４番人気）�� ３８４９（１４番人気）
３連複票数 計 ６３７３５０ 的中 ��� ７１５６（１８番人気）
３連単票数 計 ９８５８６１ 的中 ��� ２３６２（８９番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．６―１２．２―１２．９―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．９―３４．５―４６．７―５９．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コ ン ノ ー ト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００８．２．１７生 牡３鹿 母 ホーネットピアス 母母 ダイナシユート １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ８頭 アスパイヤリング号・イダテンハル号・グッドクロック号・ケージージャッカル号・スマイルフォンテン号・

タイホウルーナ号・トーセンブリッツ号・ビッグスナイパー号



０００１７ １月８日 晴 良 （２３中山１）第２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
１：３１．４

良

良

７１４ ツインエンジェルズ 牝３青 ５４ 蛯名 正義吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム ４３６＋ ２１：３４．９ ２．５�

４７ ミエノゴーゴー 牡３黒鹿５６ 内田 博幸里見美惠子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４７２－ ２ 〃 クビ １２．７�
４８ サクセスシルエット 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝�嶋 哲氏 久保田貴士 浦河 有限会社

吉田ファーム ４１２± ０１：３５．４３ ５．０�
１２ ヒシマドンナ 牝３黒鹿５４ 北村 宏司阿部雅一郎氏 坂本 勝美 浦河 中村 雅明 ５２０± ０１：３５．７２ ３２．１�
２３ スタートセンス 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹河原 義宏氏 高橋 裕 浦河 近藤牧場 ４３０± ０１：３５．８� １６．２�
１１ シンワハーツクライ 牡３青 ５６ 中舘 英二若尾 昭一氏 田村 康仁 新ひだか 本桐牧場 ４３０± ０１：３５．９クビ １５．７�
６１１ ピースワンボーイ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海長谷川成利氏 大竹 正博 日高 大江牧場 ４５６＋ ６ 〃 アタマ ２４．０�
５１０ グランデスバル 牡３栗 ５６ 横山 典弘 	グランデオーナーズ 勢司 和浩 浦河 鵜木 唯義 ４６４± ０１：３６．０� ７．３

８１５ ブルースター 牡３栗 ５６ 田中 勝春 �三石川上牧場 伊藤 伸一 新ひだか 三石川上牧場 ４６２＋ ４１：３６．１� ５１．４�
２４ ウォールストリート 牡３栗 ５６ 田辺 裕信田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 石川 栄一 ４６２＋ ４ 〃 ハナ ３０．３
３５ ヒカルシンセイ 牡３栗 ５６ 吉田 豊�橋 京子氏 高木 登 むかわ 宇南山牧場 ４３４＋ ４ 〃 クビ １３．４�
５９ オーロラスクリーン 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥�大川牧場 石毛 善彦 厚真 大川牧場 ４７０－ ２１：３６．３１ ９１．６�
７１３ サマーチェリー 牝３栗 ５４ 柴田 善臣セゾンレースホース	 高橋 祥泰 日高 庄野牧場 ４５０± ０ 〃 クビ １３．０�
８１６ ナカヤマブリーズ 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優和泉 憲一氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４８２－ ２１：３６．４クビ ４４．６�
３６ ウエスタンレビュー 牝３黒鹿 ５４

５２ △伊藤 工真西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか 北西牧場 ５０４＋１４ 〃 クビ ２７０．４�
６１２ クリノマドンナ 牝３鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一栗本 博晴氏 高橋 義博 新ひだか 山野牧場 ４３８＋ ６１：３６．６１� ４０５．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，８７１，４００円 複勝： ５１，０６６，４００円 枠連： ２７，６３９，２００円

普通馬連： ７８，８５８，１００円 馬単： ５２，５８７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，３１９，２００円

３連複： １０７，０１０，４００円 ３連単： １５８，３５１，６００円 計： ５３６，７０４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １３０円 � ３２０円 � １８０円 枠 連（４－７） ４１０円

普通馬連 �� １，６９０円 馬 単 �� ２，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７７０円 �� ３２０円 �� １，１３０円

３ 連 複 ��� ３，１４０円 ３ 連 単 ��� １４，０００円

票 数

単勝票数 計 ２４８７１４ 的中 � ７９８６８（１番人気）
複勝票数 計 ５１０６６４ 的中 � １３８６７０（１番人気）� ３１２１０（５番人気）� ７２６４０（２番人気）
枠連票数 計 ２７６３９２ 的中 （４－７） ５０３４０（１番人気）
普通馬連票数 計 ７８８５８１ 的中 �� ３４４９４（４番人気）
馬単票数 計 ５２５８７８ 的中 �� １４２９２（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６３１９２ 的中 �� １１１１９（７番人気）�� ３１４０５（１番人気）�� ７３１０（９番人気）
３連複票数 計１０７０１０４ 的中 ��� ２５２２０（４番人気）
３連単票数 計１５８３５１６ 的中 ��� ８３５０（１５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．５―３４．５―４６．１―５８．３―１：１０．５―１：２２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．８―３F３６．６

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

勝馬の
紹 介

ツインエンジェルズ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Mt. Livermore デビュー ２０１０．９．１８ 中山２着

２００８．２．９生 牝３青 母 マウンテンエンジェル 母母 All An Angel ４戦１勝 賞金 １１，１００，０００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 アイカギ号

０００１８ １月８日 晴 良 （２３中山１）第２日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時４０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

３５ ウネントリッヒ 牝４栗 ５４ 江田 照男宮田 直也氏 藤原 辰雄 浦河 大西牧場 ４５６＋ ６１：１２．２ ３３．９�

２３ エ ヴ ァ 牝５黒鹿５５ 横山 典弘田原 邦男氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４３８＋ ４ 〃 アタマ １．５�
１２ セイウンエンドラン 牝４栗 ５４ 田辺 裕信西山 茂行氏 小西 一男 浦河 山口 義彦 ５４４＋ ４１：１２．３クビ ５．８�
７１４ フレイムヴェイン 牝４栗 ５４ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４５２± ０１：１２．６２ １５．７�
８１６ バラベルサイユ 牝４栗 ５４ 吉田 豊中澤 幸幹氏 高橋 裕 日高 木村牧場 ４７８＋ ８１：１２．７クビ ７０．６�
６１２ ヴィーナススマイル 牝４栗 ５４ 田中 勝春丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム ４５２± ０ 〃 クビ １５４．５�
６１１� シャイニイチカ 牝４鹿 ５４ 柴田 善臣冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 ４１４＋ ４１：１２．８� １６．７	
２４ � トゥインクルスノー 牝４鹿 ５４ 内田 博幸トール＆ワイド 萱野 浩二 日高 広富牧場 ４４８＋ ２１：１２．９� ４５．３

１１ ケージーカンザクラ 牝５鹿 ５５ 勝浦 正樹川井 五郎氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 ４６８＋ ２１：１３．１１� ２７．４�
５１０ マドモアゼルノン 牝４黒鹿５４ 柴田 大知�ミルファーム 畠山 重則 日高 小西ファーム ４５０－ ２１：１３．４２ ８９．８�
５９ � サンマルフラワー 牝４鹿 ５４ 柴山 雄一相馬 勇氏 鈴木 勝美 浦河 中村 雅明 ４６２－１０１：１３．５クビ １８６．８
３６ ロ レ ー ヌ 牝４鹿 ５４ 後藤 浩輝杉山 忠国氏 萩原 清 新ひだか 明治牧場 ４４８－ ４ 〃 クビ ２４．７�
８１５ セントアンズ 牝４栗 ５４ 中舘 英二吉橋 計氏 石毛 善彦 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４５２＋ ４１：１３．８１� １２．８�
７１３ ヤマイチテキーラ 牝４栗 ５４

５２ △伊藤 工真坂本 肇氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 B４５０＋１８ 〃 クビ ９０．２�
４８ ロスヴィータ 牝４栃栗５４ A．クラストゥス 岡 浩二氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４４８＋１０１：１４．０１ １１０．１�

（仏）

４７ ヒカリバレンシア 牝４鹿 ５４
５１ ▲平野 優當山 �則氏 池上 昌弘 日高 中川牧場 ４３６－ ２１：１５．６１０ １８１．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，８０１，５００円 複勝： ５３，１６８，２００円 枠連： ２２，８２７，１００円

普通馬連： ６９，３８３，３００円 馬単： ５７，０１２，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，１５０，９００円

３連複： ８５，００８，０００円 ３連単： １５７，８１３，３００円 計： ４９８，１６４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，３９０円 複 勝 � ４５０円 � １１０円 � １５０円 枠 連（２－３） ９１０円

普通馬連 �� １，５９０円 馬 単 �� ５，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� １，５００円 �� ２００円

３ 連 複 ��� ２，０８０円 ３ 連 単 ��� ２２，９４０円

票 数

単勝票数 計 ２２８０１５ 的中 � ５３０５（８番人気）
複勝票数 計 ５３１６８２ 的中 � １２９０３（７番人気）� ２９５２９２（１番人気）� ６３７５６（２番人気）
枠連票数 計 ２２８２７１ 的中 （２－３） １８６４９（４番人気）
普通馬連票数 計 ６９３８３３ 的中 �� ３２３９３（６番人気）
馬単票数 計 ５７０１２１ 的中 �� ７２６１（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０１５０９ 的中 �� １０５８１（６番人気）�� ４１０４（１７番人気）�� ４８８９９（１番人気）
３連複票数 計 ８５００８０ 的中 ��� ３０１８４（５番人気）
３連単票数 計１５７８１３３ 的中 ��� ５０７９（６７番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．７―１１．２―１２．４―１２．９―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．６―３３．８―４６．２―５９．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウネントリッヒ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００９．７．２５ 新潟１０着

２００７．４．３生 牝４栗 母 タケイチイチホース 母母 シヤダイビシヨツプ １０戦２勝 賞金 １６，２５８，０００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。
（非当選馬） １頭 ブルーエンジェル号
※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。



０００１９ １月８日 晴 良 （２３中山１）第２日 第７競走 ��２，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時１０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

５１０ リネンタキシード 牡４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 ５３４＋ ６２：３８．２ １１３．１�

３６ ジャストザシーズン 牡４鹿 ５６ 後藤 浩輝ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 青森 荒谷牧場 ４７６＋ ６２：３８．３� １０．３�
４７ セイカプレスト 牡５黒鹿５７ 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 ４８０＋ ６２：３８．４� ４３．７�
５９ マイネルトレース 牡４栗 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 新ひだか 澤田 嘉隆 ４８２＋ ２２：３８．６１� ３．２�
４８ アカシローレル 牡４黒鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太臼倉 勲氏 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム ４６２－ ２２：３８．７� ４．２�
７１３ シルクコスモス 牡４栗 ５６ 内田 博幸有限会社シルク北出 成人 新冠 堤 牧場 ４６６－ ６２：３８．８クビ ６．２�
１２ メジロフランクリン 牡４鹿 ５６ 蛯名 正義	メジロ牧場 奥平 雅士 洞爺湖 メジロ牧場 ５０２± ０２：３９．０１� ２７．６

２３ ユングフラウヨシコ 牝５栗 ５５

５２ ▲平野 優下田穰一郎氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４９２＋１２ 〃 ハナ １４．３�
８１６ レッドシャリオ 牡４栗 ５６ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 三城牧場 ５２０＋３０２：３９．２１ ５．０�
１１ ロトディパーチャー 牡４鹿 ５６ 江田 照男國武 佳博氏 藤原 辰雄 伊達 高橋農場 ４７６± ０ 〃 アタマ １１３．９
３５ � スプリングバレル 牡６黒鹿５７ 三浦 皇成加藤 春夫氏 村山 明 様似 出口 繁夫 ５０２－ ６２：３９．３� １５．４�
８１５� スペースシャトル 牡５鹿 ５７ 木幡 初広嶋田 賢氏 本郷 一彦 静内 岡田牧場 ４７８＋ ２２：３９．６１� １５９．６�
６１１ エミネムシチー 牡６鹿 ５７ 大野 拓弥 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 静内 光丘牧場 ４６８± ０２：３９．９１� ２２７．２�
６１２ マイネルウィット 牡４青鹿５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム ４９６－ ６ 〃 ハナ ５８．４�
７１４� ドリームスナイパー 牡５鹿 ５７ 宗像 徹大久保和夫氏 水野 貴広 三石 飯岡牧場 ４６８＋ ６２：４０．６４ １６３．６�
２４ リリースバージョン 牡４鹿 ５６ 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 追分ファーム ４９０＋１０２：４１．２３� １０５．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，９８２，５００円 複勝： ３８，４５１，２００円 枠連： ２０，６９６，０００円

普通馬連： ７３，８２９，５００円 馬単： ４６，１０９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，８９２，０００円

３連複： ８８，６２８，３００円 ３連単： １４２，４８１，２００円 計： ４５９，０６９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １１，３１０円 複 勝 � １，７１０円 � ３７０円 � ９３０円 枠 連（３－５） ７８０円

普通馬連 �� ３８，６５０円 馬 単 �� １０６，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９，７３０円 �� １３，０７０円 �� ３，５６０円

３ 連 複 ��� ２８０，７２０円 ３ 連 単 ��� １，８４４，７６０円

票 数

単勝票数 計 ２０９８２５ 的中 � １４６２（１２番人気）
複勝票数 計 ３８４５１２ 的中 � ５５１０（１１番人気）� ３０３０６（５番人気）� １０４８０（９番人気）
枠連票数 計 ２０６９６０ 的中 （３－５） １９８１２（２番人気）
普通馬連票数 計 ７３８２９５ 的中 �� １４１０（５２番人気）
馬単票数 計 ４６１０９２ 的中 �� ３２１（１３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７８９２０ 的中 �� ７０３（５９番人気）�� ５２２（７２番人気）�� １９４６（３３番人気）
３連複票数 計 ８８６２８３ 的中 ��� ２３３（２７５番人気）
３連単票数 計１４２４８１２ 的中 ��� ５７（１６６５番人気）

ハロンタイム １３．２―１２．１―１３．２―１３．１―１３．７―１４．３―１３．９―１３．２―１２．９―１２．８―１２．８―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．２―２５．３―３８．５―５１．６―１：０５．３―１：１９．６―１：３３．５―１：４６．７―１：５９．６―２：１２．４―２：２５．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リネンタキシード �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー ２００９．１１．８ 東京７着

２００７．４．９生 牡４青鹿 母 リネンステージ 母母 スエヒロオーカン １９戦２勝 賞金 ２１，８００，０００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） ３頭 トレジャーバトル号・ホーカーシーホーク号・リキアイクロフネ号

０００２０ １月８日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３中山１）第２日 第８競走 ��３，２００�

なかやましんしゅん

中山新春ジャンプステークス
発走１３時４０分 （芝・ダート）

４歳以上；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金７００万円毎１�増
賞 品

本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード３：３１．０良・良

３３ トキノナスティア 牝５黒鹿５８ 浜野谷憲尚田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４５８＋ ２３：３４．１ １８．６�

８１４ クランエンブレム 牡７鹿 ６０ 横山 義行 �サンデーレーシング 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム B５２２＋ ８３：３４．５２� ３．１�
２２ ハ ク サ ン 牡５黒鹿６０ 石神 深一篠� 恒雄氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 ４４６＋１２３：３４．９２� ５．０�
６１０ コアレスアルダン 牡５鹿 ６０ 宗像 徹小林 昌志氏 藤原 辰雄 平取 広川 忠久 ４９０＋ ６３：３５．１１� ７７．３�
１１ � デ ア モ ン ト 牡５栗 ６０ 小坂 忠士岩� 僖澄氏 鈴木 孝志 新ひだか 筒井 征文 ４９８± ０３：３５．２� ２８．６�
３４ スタールーセント 牡６黒鹿６０ 平沢 健治浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 福岡 光夫 ５０８＋ ２３：３５．９４ ３２．１�
５７ プライドイズハート 牡７鹿 ６０ 五十嵐雄祐三枝 栄二氏 伊藤 伸一 浦河 三嶋牧場 B５１６＋ ４３：３６．１１� ６．１	
４６ シンボリプロキオン 牡８栗 ６０ 蓑島 靖典シンボリ牧場 高橋 祥泰 門別 和田農林（有） ５３０＋ ８ 〃 ハナ １５．４

４５ セイウンエポック 	８鹿 ６０ 大庭 和弥西山 茂行氏 牧 光二 新冠 中本 隆志 ４９８＋１２３：３７．７１０ ２３．７�
６９ � マックスチャンプ 牡１０鹿 ６０ 高田 潤田所 英子氏 梅田 智之 門別 白井牧場 ４８２－ ４３：３７．９１� ３．６�
７１１ スリーロゼット 牝５鹿 ５８ 北沢 伸也永井商事 村山 明 新ひだか 岡野牧場 ４４２－ ６３：３８．０� ５３．８�
７１２ モモタロサン 牡７栗 ６０ 高野 和馬井口 莞爾氏 和田 正道 鵡川 上水牧場 ４７８＋１２３：３８．１� ９７．５�
８１３ ブルーベレッタ 牡９鹿 ６０ 池崎 祐介 ブルーマネジメント小笠 倫弘 三石 加野牧場 B５０４＋１４３：４２．３大差 １１６．２�
５８ コアレススイフト 牡７鹿 ６０ 水出 大介小林 昌志氏 田島 俊明 平取 コアレススタッド ５０６＋ ８ （競走中止） ６９．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２１，５５６，７００円 複勝： ３０，０４３，９００円 枠連： ２２，１４８，５００円

普通馬連： ７５，７６７，０００円 馬単： ４８，７８５，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，５０６，７００円

３連複： ９６，２５２，７００円 ３連単： １６５，０９５，５００円 計： ４８７，１５６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８６０円 複 勝 � ３５０円 � １７０円 � ２００円 枠 連（３－８） １，８３０円

普通馬連 �� ２，７６０円 馬 単 �� ６，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２１０円 �� １，１００円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� ４，４９０円 ３ 連 単 ��� ４６，４６０円

票 数

単勝票数 計 ２１５５６７ 的中 � ９１４７（６番人気）
複勝票数 計 ３００４３９ 的中 � １８６４７（５番人気）� ５３５９５（２番人気）� ４２６０４（４番人気）
枠連票数 計 ２２１４８５ 的中 （３－８） ８９６１（１１番人気）
普通馬連票数 計 ７５７６７０ 的中 �� ２０３１９（１１番人気）
馬単票数 計 ４８７８５３ 的中 �� ５１６１（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７５０６７ 的中 �� ５４７０（１５番人気）�� ６０３３（１３番人気）�� １２３４１（５番人気）
３連複票数 計 ９６２５２７ 的中 ��� １５８３５（１５番人気）
３連単票数 計１６５０９５５ 的中 ��� ２６２３（１３９番人気）

上り １マイル １：４６．７ ４F ５１．６－３F ３８．２
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トキノナスティア �
�
父 ニューイングランド �

�
母父 ノーリユート デビュー ２００８．１１．１ 福島７着

２００６．３．１０生 牝５黒鹿 母 ブランディニー 母母 ナイスバトー 障害：９戦２勝 賞金 ３５，１０９，０００円
〔競走中止〕 コアレススイフト号は，競走中に疾病〔右浅趾屈腱脱位〕を発症したため２周目５号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ハストラング号



０００２１ １月８日 晴 良 （２３中山１）第２日 第９競走 ��
��２，０００�

か ん ち く

寒 竹 賞
発走１４時１５分 （芝・右）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，２５０，０００
１，２５０，０００

円
円

付 加 賞 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

８１５ ターゲットマシン 牡３青鹿５６ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４８０－ ４２：０２．９ ４．７�

６１２� トーセンインディ 牝３芦 ５４ 江田 照男島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ
スティファーム ４３２＋ ２２：０３．２１� ５０．５�

６１１ サトノタイガー 牡３黒鹿５６ 的場 勇人里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム ４６４＋ ８ 〃 クビ ２２．９�
７１４ ネオザイオン 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二小林 仁幸氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４５６＋１０２：０３．４１� ５．０�
８１６ ミヤビファルネーゼ 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義村上 義勝氏 戸田 博文 浦河 大成牧場 ４８２＋１０ 〃 同着 １９．６�
４８ ショウナンバーズ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸国本 哲秀氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ５００＋ ６ 〃 アタマ ８．３�
５１０� ツ キ ヒ カ ル 牡３栗 ５６ 木幡 初広田中 春美氏 牧 光二 新ひだか 田中 春美 ４７０＋ ８ 〃 ハナ １３８．８	
３６ バンスタンウォルツ 牡３鹿 ５６ 中舘 英二山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５００＋ ６ 〃 クビ １６．０

２３ ガリレオバローズ 牡３黒鹿５６ 松岡 正海猪熊 広次氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ５２６－１０２：０３．６１� ２．２�
７１３ スピードサクラ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信 �スピードファーム 和田正一郎 新ひだか 谷山 和喜 ４５０－ ６ 〃 クビ １６３．４
４７ � トミケンヴァースト 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介冨樫 賢二氏 和田正一郎 むかわ エスティウィンファーム ４５６＋１８２：０３．９２ ２００．７�
３５ � キャニオンシンザン 牡３栗 ５６ 西田雄一郎谷川弘一郎氏 天間 昭一 浦河 谷川牧場 ４８６＋ ４ 〃 ハナ ５００．１�
５９ � ムカワタイガー 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹小田 廣美氏 鈴木 勝美 平取 稲原牧場 ４５６＋ ４２：０４．０クビ ２５６．６�
２４ � センノデバギヤ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一浅野 正敏氏 清水 英克 むかわ ヤマイチ牧場 ４９０± ０２：０４．３１� ４９６．５�
１２ マイネルヴァルム 牡３青鹿５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム ４５６＋ ２２：０４．４� ５７．４�
１１ � エルヘイロー 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣黒岩 晴男氏 二ノ宮敬宇 日高 �橋 耀代 ４６２± ０ 〃 ハナ １９．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４３，８５１，０００円 複勝： ５８，０２０，６００円 枠連： ３２，８８３，４００円

普通馬連： １３８，８２７，７００円 馬単： ９０，０７４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，８６６，１００円

３連複： １５６，１９７，５００円 ３連単： ３０２，１０５，４００円 計： ８６５，８２６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � ２１０円 � ８７０円 � ６００円 枠 連（６－８） ２，２２０円

普通馬連 �� １０，５３０円 馬 単 �� １５，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４７０円 �� １，７８０円 �� ５，４２０円

３ 連 複 ��� ４４，７２０円 ３ 連 単 ��� １６７，１４０円

票 数

単勝票数 計 ４３８５１０ 的中 � ７３６２１（２番人気）
複勝票数 計 ５８０２０６ 的中 � ９０３６９（２番人気）� １５１８４（９番人気）� ２３３５０（８番人気）
枠連票数 計 ３２８８３４ 的中 （６－８） １０９６１（１０番人気）
普通馬連票数 計１３８８２７７ 的中 �� ９７３６（２６番人気）
馬単票数 計 ９００７４６ 的中 �� ４２３８（４７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３８６６１ 的中 �� ４３８３（２５番人気）�� ６１６３（１９番人気）�� １９６２（４４番人気）
３連複票数 計１５６１９７５ 的中 ��� ２５７８（９５番人気）
３連単票数 計３０２１０５４ 的中 ��� １３３４（３８０番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１２．７―１２．５―１３．３―１２．７―１２．８―１２．３―１１．５―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．３―３６．０―４８．５―１：０１．８―１：１４．５―１：２７．３―１：３９．６―１：５１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．４―３F３５．６
１
３
６，１６（２，３）（１０，１５）（８，１４）１１（７，１３）（４，９）５，１２＝１
６（１６，３）２，１５，１０，１４（８，１１）（７，１３，１２）９（５，４）－１

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ターゲットマシン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Titus Livius デビュー ２０１０．１１．１３ 東京１着

２００８．３．１２生 牡３青鹿 母 ハンターズマーク 母母 Manfath ２戦２勝 賞金 １７，４２７，０００円
〔発走状況〕 スピードサクラ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 スピードサクラ号は，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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 オフィシャルシティ号・ゴールドラム号

０００２２ １月８日 晴 良 （２３中山１）第２日 第１０競走 ��
��１，２００�

は つ は る

初 春 賞
発走１４時５０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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ４４１，０００円 １２６，０００円 ６３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

７１３ キングパーフェクト 牡５黒鹿５７ 岩部 純二田中 晴夫氏 萱野 浩二 様似 スイートフアーム ４６２＋ ６１：１１．６ ３．６�

２３ チャンピオンラブ 牡５青鹿５７ 蛯名 正義坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 川上 悦夫 ４９０＋ ６ 〃 ハナ ４．７�
６１１ センジンジョー 牡４鹿 ５６ 松岡 正海河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 大狩部牧場 ４５２＋ ２１：１１．７� ４．１�
７１４ リバーアゲイン 牡６栗 ５７ 吉田 豊河越 武治氏 須貝 彦三 三石 沖田 忠幸 ４９２＋ ４１：１１．９１� ７．５�
３５ カフェマーシャル 牡５芦 ５７ 横山 義行西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ５１４－ ４１：１２．０	 ３０．７�
８１５ メジロオマリー 牡６黒鹿５７ 大庭 和弥�メジロ牧場 奥平 雅士 洞爺 メジロ牧場 B４７０＋ ６１：１２．１クビ ８５．９�
３６ マイスイートホーム 牝５黒鹿５５ 田辺 裕信飯田 正剛氏 武市 康男 静内 千代田牧場 ４７６＋ ８ 〃 クビ ２２４．４	
５１０ トムアウトランダー 牡６栗 ５７ 小林 淳一庄野 昭彦氏 佐藤 吉勝 門別 庄野牧場 ５０２＋ ６１：１２．２クビ ７１．０

１１ ゴールドバシリスク 牡４鹿 ５６ 内田 博幸居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム ４９４－ ２ 〃 ハナ １１．７�
５９ コ コ カ ラ 牡４栗 ５６ 柴山 雄一ディアレスト 高橋 裕 浦河 桑田フアーム ５０８＋ ４ 〃 クビ ３８．４�
２４ エイコオミリオン 牡５鹿 ５７ 中舘 英二今 秀幸氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 B４９０＋ ６ 〃 ハナ ５４．８
１２ 
 カフェアラジン 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹西川 恭子氏 松山 康久 米 Spooky Hollow

Racing, Inc. ５１４± ０１：１２．３クビ ２０２．２�
４８ アプローズヒーロー 牡７鹿 ５７ 鈴来 直人小野 博郷氏 石栗 龍彦 三石 稲葉牧場 ４６４＋ ８ 〃 アタマ ２７１．９�
８１６ コリコパット 牡５鹿 ５７ 石橋 脩吉田 照哉氏 武藤 善則 浦河 社台ファーム ４４４＋ ６１：１２．４	 ２８．５�
４７ ハッピーカオル 牡４青 ５６ 北村 宏司芝山 香氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 ４５６＋ ４１：１２．５� ６．９�
６１２� ア シ ュ ア 牡４鹿 ５６ 大野 拓弥鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 田中 春美 ５２８＋ ４１：１３．３５ ２１９．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４１，４２６，１００円 複勝： ８１，６３５，０００円 枠連： ４２，３５５，１００円

普通馬連： １８５，０８９，１００円 馬単： １０３，６１８，９００円 ワイド【拡大馬連】： ５８，６１１，１００円

３連複： ２１７，６３２，９００円 ３連単： ３８６，２０１，５００円 計： １，１１６，５６９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １６０円 � １６０円 � １４０円 枠 連（２－７） ６６０円

普通馬連 �� １，１１０円 馬 単 �� １，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� ４２０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� １，６３０円 ３ 連 単 ��� ８，７４０円

票 数

単勝票数 計 ４１４２６１ 的中 � ９２７１２（１番人気）
複勝票数 計 ８１６３５０ 的中 � １２５５２２（３番人気）� １３２９８７（２番人気）� １７７０８３（１番人気）
枠連票数 計 ４２３５５１ 的中 （２－７） ４７６５９（２番人気）
普通馬連票数 計１８５０８９１ 的中 �� １２３８９５（４番人気）
馬単票数 計１０３６１８９ 的中 �� ３９３４４（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５８６１１１ 的中 �� ２８４１１（４番人気）�� ３４２０６（３番人気）�� ５３８５８（１番人気）
３連複票数 計２１７６３２９ 的中 ��� ９９０５６（２番人気）
３連単票数 計３８６２０１５ 的中 ��� ３２６２８（９番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．８―１１．８―１２．３―１２．２―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．７―３４．５―４６．８―５９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キングパーフェクト �
�
父 サニングデール �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００８．１１．２３ 東京３着

２００６．４．１２生 牡５黒鹿 母 チ ャ ッ プ 母母 セ ナ リ オ ９戦３勝 賞金 ３３，１０３，０００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。
（非抽選馬） ６頭 シャドウエレメント号・ダイワシークレット号・タンジブルアセット号・テンザンモビール号・ドクターラオウ号・

リリーレインボー号



０００２３ １月８日 晴 良 （２３中山１）第２日 第１１競走 ��
��１，８００�

しょうふく

招福ステークス
発走１５時２５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 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

７９ オメガファルコン 牡６鹿 ５７ 内田 博幸原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５１０± ０１：５２．７ ４．３�

８１１ プレシャスジェムズ 牝４黒鹿５４ 吉田 隼人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４９０± ０１：５２．９１� ２１．８�

６８ ロラパルーザ 牡５鹿 ５７ 吉田 豊�樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 ５１０－ ８１：５３．０	 １．６�
７１０ マエストラーレ 牝５鹿 ５５ 松岡 正海 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８８＋ ８１：５３．２１
 ６．６�
３３ バロンビスティー 牡６芦 ５７ 勝浦 正樹ビスティーズホース

ユニオン 尾形 充弘 平取 清水牧場 ５５６－ ４ 〃 クビ ２８．１�
４４ � トウカイプライム 牡６黒鹿５７ 武士沢友治内村 正則氏 成島 英春 浦河 吉田 又治 ５６６＋ ２１：５３．８３
 １６３．７	
５５ シルクイーグル 牡６鹿 ５７ 柴田 善臣有限会社シルク尾形 充弘 門別 ヤナガワ牧場 ４９８＋ ２１：５３．９	 ２２．６

５６ サンマルセイコー 牝８黒鹿５５ A．クラストゥス 相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４９０± ０ 〃 ハナ １１２．８�
（仏）

８１２ インフィニットエア 牡５黒鹿５７ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９４－ ２１：５４．０
 ２２．１�

６７ ケイアイライジン 牡５栗 ５７ 蛯名 正義 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 日高 メイプルファーム ５０２－ ２１：５４．２１ ４４．７
１１ � トーセンウィッチ 牝４黒鹿５４ 伊藤 工真島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム ４５２＋ ２１：５４．８３
 ２０８．４�
２２ ケイジージュニアー 牡６青鹿５７ 藤田 伸二鹿倉 勝�氏 田中 剛 新冠 つつみ牧場 B５０２＋ ２１：５５．６５ ３５．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ６０，１１２，９００円 複勝： １５４，５８９，９００円 枠連： ７５，２５２，９００円

普通馬連： ２７４，５７９，６００円 馬単： ２０７，５６４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ８４，９７７，６００円

３連複： ３３７，１８５，０００円 ３連単： ９１８，２９１，６００円 計： ２，１１２，５５４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １３０円 � ３６０円 � １１０円 枠 連（７－８） １，１７０円

普通馬連 �� ４，２４０円 馬 単 �� ６，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９３０円 �� １６０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� １，３５０円 ３ 連 単 ��� １６，２４０円

票 数

単勝票数 計 ６０１１２９ 的中 � １１１５２１（２番人気）
複勝票数 計１５４５８９９ 的中 � ２０８４８７（２番人気）� ３８９０１（８番人気）� ９５０８１４（１番人気）
枠連票数 計 ７５２５２９ 的中 （７－８） ４７６６６（３番人気）
普通馬連票数 計２７４５７９６ 的中 �� ４７８６６（１０番人気）
馬単票数 計２０７５６４９ 的中 �� ２２５３０（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８４９７７６ 的中 �� １７７４３（１１番人気）�� １８７６８６（１番人気）�� ３１２９５（６番人気）
３連複票数 計３３７１８５０ 的中 ��� １８５１８８（３番人気）
３連単票数 計９１８２９１６ 的中 ��� ４１７３２（４３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．１―３７．２―５０．６―１：０３．４―１：１６．０―１：２８．５―１：４０．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オメガファルコン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００７．１１．２３ 東京２着

２００５．４．３０生 牡６鹿 母 オメガフォーチュン 母母 エリンバード ２２戦５勝 賞金 ９９，５２６，０００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。

０００２４ １月８日 晴 良 （２３中山１）第２日 第１２競走 ��
��２，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１６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 ビコーペグー 牝４黒鹿５４ 中谷 雄太�レジェンド 堀井 雅広 新ひだか 山口 修二 ４７８＋ ６２：１４．９ ５９．３�

２３ � ケージーカチボシ 牡５鹿 ５７ 西田雄一郎栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 岩見牧場 B５４４－ ８ 〃 クビ ２４．８�
１２ ブレーブビスティー 牡５黒鹿５７ 内田 博幸備前島敏子氏 伊藤 大士 新冠 松浦牧場 ４８８＋ ８２：１５．０クビ ２．７�
５１０ メジロカトリーヌ 牝４鹿 ５４ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４７２± ０２：１５．１� ２２．１�
６１１ キングスチャペル 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義渡邊 隆氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４７２－ ８ 〃 クビ １９．０�
７１３ エバーシャイニング 牝４黒鹿５４ 北村 宏司宇田 豊氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ５００± ０ 〃 アタマ ３．７�
４７ 	 ベイビーローズ 牝５鹿 ５５ 中舘 英二広尾レース	 小崎 憲 愛 Rockhart

Traping Ltd B４７６± ０２：１５．２クビ ９．１

４８ アイアイレインボー 牝４鹿 ５４ 江田 照男齊藤 敬氏 中島 敏文 日高 坂口 豊翼 ４７６＋ ６ 〃 ハナ ６．２�
３５ マイネルテネル 牡４青鹿５６ 松岡 正海 	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 ５２４＋２８２：１５．３
 １１２．８�
５９ ラガーアンバー 牡４黒鹿５６ 吉田 隼人古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 今 牧場 ４７２＋ ４２：１５．５１� １２０．７
３６ オペラオーカン 牡４黒鹿５６ 三浦 皇成吉田都枝江氏 堀井 雅広 浦河 グラストレーニ

ングセンター B４９０＋ ８２：１５．７１� ２３．６�
８１６ ドリームモモタロウ 牡４鹿 ５６ 丸田 恭介セゾンレースホース	 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム ５００＋２０２：１６．０１
 １１．１�
７１４ バトルイグアス 牡４黒鹿５６ 勝浦 正樹宮川 秋信氏 清水 久詞 日高 川端 正博 ４６２＋ ２２：１６．１
 ４８．６�
１１ ジェイケイラン 牝５黒鹿５５ 武士沢友治小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム ４８６－ ４２：１６．２� ８５．７�
８１５ ヴィーヴァマンボ 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝芹澤 精一氏 阿部 新生 三石 片山牧場 ４５０± ０２：１６．８３� １４８．３�
６１２� フレンドパライバ 牝４黒鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太横尾 晴人氏 菊川 正達 新ひだか 酒井 秀紀 ４１４－１２２：１８．５大差 ２０１．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，９８８，４００円 複勝： ５９，７７１，８００円 枠連： ４２，８２４，５００円

普通馬連： １５０，２９２，６００円 馬単： ８７，０９７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，３４５，１００円

３連複： １８０，８６３，５００円 ３連単： ３３９，５６２，９００円 計： ９４８，７４６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，９３０円 複 勝 � ９２０円 � ４８０円 � １７０円 枠 連（２－２） ２８，５５０円

普通馬連 �� ２６，５４０円 馬 単 �� ５７，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，２６０円 �� ２，２１０円 �� １，０４０円

３ 連 複 ��� ２３，９１０円 ３ 連 単 ��� ２１９，０６０円

票 数

単勝票数 計 ３８９８８４ 的中 � ５１８１（１１番人気）
複勝票数 計 ５９７７１８ 的中 � １３６４８（１０番人気）� ２８３２９（８番人気）� １２８５１３（１番人気）
枠連票数 計 ４２８２４５ 的中 （２－２） １１０７（３３番人気）
普通馬連票数 計１５０２９２６ 的中 �� ４１８０（５４番人気）
馬単票数 計 ８７０９７６ 的中 �� １１２７（１１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９３４５１ 的中 �� ２７８２（４５番人気）�� ５４７０（２４番人気）�� １２０９０（１１番人気）
３連複票数 計１８０８６３５ 的中 ��� ５５８４（７５番人気）
３連単票数 計３３９５６２９ 的中 ��� １１４４（５７７番人気）

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

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―３７．６―５０．３―１：０３．２―１：１５．４―１：２７．５―１：３９．６―１：５１．３―２：０２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．４―３F３５．３
１
３
７，５，４，６，１０（３，１１）－（２，８，１３）１４（９，１６）（１，１２，１５）
７，５（４，６）（１０，１１）３（８，１３）２，１４，９（１，１６）１５－１２

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

勝馬の
紹 介

ビコーペグー �
�
父 バ ゴ �

�
母父 アーミジャー デビュー ２００９．７．２５ 新潟７着

２００７．３．１７生 牝４黒鹿 母 サザンクロスビコー 母母 プリンセスビコー １５戦２勝 賞金 １７，６６０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 トータルシーオー号



（２３中山１）第２日 １月８日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８６頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２０５，９９０，０００円
１，０９０，０００円
６，７６０，０００円
２，１６０，０００円
１９，４７０，０００円
６５，２５１，０００円
５，５１０，８００円
１，８４１，４００円

勝馬投票券売得金
３４８，４８５，２００円
６９７，３６８，７００円
３５８，５７４，７００円

１，２６９，８１１，９００円
８５０，９７３，１００円
４５３，４４８，１００円

１，５５９，２９７，７００円
３，０２６，０４９，０００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 ８，５６４，００８，４００円

総入場人員 ２０，５１１名 （有料入場人員 １８，３１２名）


